
 

 

 

 

 

 

 

湿気がまとわりつくような暑さが続いています。密ではないところではマスクを外し、熱中症にならないよう 

気をつけたいものです。今月は涼しさを感じられるイベントをご用意しました。納涼にいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月のお話し会 
 

絵本の読み聞かせや紙芝居をしています。 

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／8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／8月 9 日 11:00～11:45 

会場／図書館内 
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 

８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 

８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) 

 

６月の実績 

（柴田町図書館） 
〇開館日数 24 日 

○貸出冊数 

7,045 冊 

(1 日平均  294 冊) 

○来館者数 

      1,973人 

(1 日平均  79 人) 

６月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 20 日 

○貸出冊数 

895冊 

(1 日平均   45 冊) 

○来館者数 

        306 人 

(1 日平均   15 人) 

柴田町図書館だより ２０２０年８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 

 

 

           本を読む喜びや楽しさを 

            一緒に語り合いませんか。 

 

 

 

 

日時／8 月 16 日（日）14：00～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの「宮部 みゆき」または

「京極 夏彦」作品を１冊ご持参ください。 

事前の申込は不要です。 

読書会 
◆今月のテーマ◆ 

「宮部 みゆき 

VS 京極 夏彦」 

※催しものは、都合により中止となる場合があり

ます。 



 

 

【７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 

3-社会科学 これからのテレワーク 片桐 あい 自由国民社 336 カタ 

グラフのウソを見破る技術 アルベルト・カイロ ダイヤモンド社 350.1 カイ 

私たちはふつうに老いることができない  児玉 真美 大月書店 369.2 コタ 

1日 15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる  齋藤 孝 マガジンハウス 379.9 サイ 

4-自然科学 アインシュタインの影 セス・フレッチャー 三省堂 443.5 フレ 

世界史を変えたパンデミック  小長谷 正明 幻冬舎 493.8 コナ 

食品添加物はなぜ嫌われるのか  畝山 智香子 化学同人 498.5 ウネ 

5-技術・家政 身のまわりのものでできる手作りマスク 寺西 恵里子 日東書院本社 594 テラ 

今さら聞けない料理のこつ 有元 葉子 大和書房 596 アリ 

６-産業 今さら聞けない肥料の話きほんのき 農文協 農山漁村文化協会 613.4 イマ 

7-芸術・スポーツ 私の絵本ろん 赤羽 末吉 平凡社 726.6 アカ 

9-文学 じんかん 今村 翔吾 講談社 イマ 

生かさず、殺さず 久坂部 羊 朝日新聞出版 クサ 

語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 KADOKAWA タニ 

カインの傲慢 中山 七里 KADOKAWA ナカ 

妖の掟 誉田 哲也 文藝春秋 ホン 

三体 2 （上・下） 劉 慈欣 早川書房 923.7 リウ 

書架 No.1 をご覧ください 

【今月の特集】まだまだ間に合う！オリンピック・パラリンピック 

今年の夏に開催される予定だった 2020年東京オリンピック。１年後の開催まで 

競技ルールなどの知識を深め、より一層楽しみたいですね。 

小説はスポーツを題材にした小説を集めてみました。熱いスポーツの世界を覗い

てみませんか？ 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研 KADOKAWA 780.6 オリ 

はじめての空手道 全日本空手道連盟 誠文堂新光社 789.2 ハシ 

アスリーツ あさの あつこ 中央公論新社 アサ 

コーイチは、高く飛んだ 辻堂 ゆめ 宝島社 ツシ 

ふたつのオリンピック 東京 1964/2020 ロバート・ホワイティング KADOKAWA 936 ホワ 

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！ 

『PCIT から学ぶ子育て』（加茂 登志子/著 小学館） 

「しつけ」の第一歩は、親子が仲良くなること。「PCIT(親子相互交流療法)」は 

子育ての現場で幅広く使えるプログラムです。親子をハッピーにする PCIT の 

効果と方法を紹介します。 

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 


