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バリアフリー読書コーナーを設置しました
大活字本

児童書だけでなく、一般書も併せて配架してあります

短くわかりやすい文章、ピクトグラム、
イラスト、写真を使い、理解しやすい
工夫がしてあります

リーディング・トラッカー

ＬＬブック

ソフィアセンターは、２０１９年 6 月に「読書バリアフリー法」が成立したことを踏
まえ、読書に困難がある児童にも図書館をご利用いただけるよう、児童向けの大活字本
やＬＬブック（知的障害や発達障害のある人、日本語が得意でない人でも読書を楽しめ
るよう工夫された、やさしく読みやすい本）
、点字図書などを集めた「バリアフリー読書」
コーナーを児童コーナーに設置しました。
分類によって配架場所が異なるバリアフリー関連図書を集約することで、利便性の向
上を図ると共に児童がバリアフリーを意識するきっかけになることを目指しています。
視覚障害をサポートする補助具であるリーディング・トラッカーも用意してあります。
読みたい行だけに視点を集中でき、文字を 2 倍に拡大する棒状のルーペです。ご利用の
際はカウンターにお申し込みください。

今年度の柏崎市美術展（市展）は、特設ホームページによるＷＥＢ展示場での開催となります。
ソフィアセンターでの展示は⾏われません。ご注意ください。

１０月

開館時間（夏の開館時間延長は終了しました）
平 日 ９：３０ ～ １９：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
１８日（日）

編集・発行

（柏崎市立図書館）

ホームページ
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/
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「聞かせ屋。けいたろう絵本ライブ＆セミナー」を開催します
今年の「絵本・こどもフェスタ」は、
「聞かせ屋。けいたろう」さんを講師にお招きし
て、絵本ライブとセミナーを開催します。読み聞かせのプロとして絵本講座や保育者研
修を全国で行うと共に、絵本作家としても活躍している聞かせ屋。けいたろうさんの親
子で楽しめる絵本ライブは、以前ソフィアセンターで開催した際には１００人を超える
親子連れから楽しんでいただいています。
柏崎で 6 年ぶりの開催となる、歌あり手遊びありの楽しい絵本ライブと、楽しみなが
ら絵本について学べる大人向けのセミナーにぜひご参加ください。
▼開 催 日

11 月 7 日（土）

▼開催時間

絵本ライブ（乳児親子向け）

１０：００～１０：３０

絵本ライブ（幼児親子向け）

１１：００～１１：３０

絵本セミナー（大人向け）

１３：３０～１５：００

▼会

場

２階

多目的ホール

▼定

員

絵本ライブ：各回２０組、セミナー：２５人（先着）

▼申込方法 直接または電話・ＦＡＸでソフィアセンターへお申し込みください

図書館後援会連続ミニ講演「呑んべぃ親父のうちあけ話」を開催します
図書館の健全な発展を後援することを目的に活動する「柏崎図書館後援会」では、10
月から 3 回連続のミニ講演を開催します。
「柏崎日報」紙面で毎週水曜にコラム「呑んべ
ぃ親父の独り言」を連載中の春口敏栄さんから、柏崎のことを中心とした身近なテーマ
でお話しいただく連続ミニ講演です。参加者からもお話を聞きながら、気軽な“座談会”

「私はこれが楽しいのだよ」

呑んべぃ親父のうちあけ話

ならぬ“雑談会”スタイルで楽し
く進めます。
会員限定企画ですが、今ご入会
いただくと今年度は体験入会とな

柏崎のこと あれや これや Part.1

り、会費は不要（※来年度からは

▼開 催 日：令和 2（２０２０）年 10 月 10 日（土） 年会費１５００円が必要）です。
▼開催時間：午後 2 時開演（午後 1 時 30 分開場）
▼会

場：柏崎市立図書館 2 階多目的ホール

▼定

員：会員限定 25 名（要申込・先着順）

▼参 加 費：無料
▼申込方法：直接または電話でソフィアセンター
へお申し込みください。11 月 14 日
（土）
・12 月 19 日（土）の回も申込
を受付中です
▼そ の 他：新規入会希望者も募集中です

この機会にぜひ図書館後援会に
ご入会ください。

おすすめ図書館資料・新着資料
ハロウィンのランプを知っていますか？
かぼちゃをくりぬいて、こわーい顔のランプを
作ります。ジーナは学校でランプを作りました。
でも、友だちのサリーのほうがよくできていて、
ご機嫌ななめです。帰り道に出会った知らない
女の子について行くと……大変！本物のおばけ
のパーティーにきちゃった！ジーナはどうなっ
「ハロウィンのランプ」
小林ゆき子／さくえ 岩崎書店
絵本（Ｅ９ コハ）

てしまうのでしょうか？
ドキドキするハロウィンの絵本です。

世界にはいろいろな文化や宗教、歴史的な背
景があります。世界にはそんな人たちが共存し
ていますが、違う文化や習慣に触れると「なん
だかヘンだ」と感じることがあります。自分の
「あたりまえ」は、世界の「あたりまえ」なの
「開幕！ 世界あたりまえ会議」私の「ふつ
う」は、誰かの「ありえない」
斗鬼正一／著 ワニブックス
一般・ティーンズコーナー（３８２ ト）

「ぶっ飛び！科学教室」
ヘレン・アーニー、スティー
ブ・モールド／著 藤崎百合／
訳 化学同人
一般（４０４ ア）
日本人の約９５％が持って

でしょうか？
この本を読んで、自分とは違う普通のこと、
あたりまえなことを発見してみませんか。

「吉幾三 全曲集～人生」
吉幾三／唄 TOKUMA
JAPAN COMMUNICATIONS
CＤ（２９０ ヨシ）
フォークソングを基に、大
半の楽曲を自ら作詞・作曲し、

「アガサ・クリスティーねじれ
た家」
ジル・パケ＝ブレネール／監
督 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ＤＶＤ（７７８．２ ネシ）
ミステリーの女王アガサ・

いる、役に立たない腱とは？

多くの名曲を生み出してきた

クリスティーの原作を映画

朝食のシリアルから鉄粉を取

吉幾三さんの代表曲が収まっ

化。私立探偵チャールズは、

お

たアルバムです。
『俺ら東京さ

元恋人ソフィアから祖父であ

行ぐだ』や『雪國‘０８』な

る大富豪毒殺事件の捜査を依

イギリスでサイエンス・ラ

どのヒット曲の他、
“鵜川”や

頼されます。チャールズはね

イブを主催し大人気の著者た

“番神岬”といった柏崎の情

じれた家に潜む事件の真相に

ちが、自分の体や身の回りに

景を唄った“柏崎哀歌”が収

辿り着くことができるの

あるもので簡単にできる実験

録されています。

か！？衝撃のラストも大注目

り出すには？

性格テストを

選ぶためのテストとは？

や、おもしろ科学ネタをユー
モアたっぷりに紹介します。

魂のこもった歌声に聞き入
ってみてはいかがでしょう。

のミステリーエンターテイン
メントをお楽しみください。

ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
行事予定

※コロナウイルス感染拡大防止のため延期または中止になる場合があります。
また、入場を制限することがあります。

開催日

行 事 名

土曜日は絵本の時
１０/１７（土） 間。

時

間

１０：３０～１２：００

内容など

場

所

絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室
【要申し込み】

１０/２４（土） シニア作品展・じま １０：００～１６：００
２階展示
市内高齢者の作品展
ただし１０/２５は～１５：００
ん展
ホール
～２５（日）
１０/２４（土） 絵本を楽しむ会

１０/３１（土）

土曜日の映画上映
会

１階えほ
んのへや

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

１０：００～
１３：３０～

邦画「恋とオンチの ２階多目
方程式」上映
的ホール
【要申し込み】

催し物のご案内、多目的ホール上映会の番組表はホームページ（https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/）
で見ることができます。
展示ホール･会議室のご利用については、ソフィアセンターまでお問い合わせください。

毎年１０月２７日～１１月 9 日は読書週
間です。図書館を利用して、秋の夜長に読
書をお楽しみください。

おはなし会の日
職員・ボランティアによる紙芝居や絵本の

ソフィア・ラブ・ラブ・ライブラリー
毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ

読み聞かせです

１０/７（水） １０/２１（水）
１０：３０～

１０/１６（金）
１５：３０～
図書館からのひとこと
夏季の開館時間延長期間が終了しました
ので１０月から、平日の閉館時間が午後 7

カラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイ
ベントなどの情報をお伝えしています。

１０/７
１０/１４
１０/２１
１０/２８

「ミステリー」
「鉄道の日」
「薬と健康の週間」
「読書週間」

ソフィアセンターのホー ムページから本やＣ

時になりました。来館の際は３密を避け、

Ｄ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の延長

マスクの着用・手指の消毒をお願いします。

ができます
携帯電話用
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※予約・延長にはパスワードが必要です
忘れた方はソフィアセンターへお問合せください

