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ろうきん柏崎支店から児童書をいただきました

新潟県労働金庫柏崎支店推進委員会様から約１２万円分、１
０２冊の児童向け書籍をご寄贈いただきました。これは、新潟
県労働金庫柏崎支店推進委員会様の寄付活動の一環であり、今

虹の絵が目印の「移動
図書館」車で小学校を
巡回します

年度で３年目（※）となります。
寄贈書籍は、小学生に人気の「アッチ・コッチ・ソッチの小
さなおばけシリーズ」
「キャベたまたんていシリーズ」
「科学漫
画サバイバルシリーズ」で、市内１９小学校を巡回する「移動
図書館」で１１月からご利用いただけます。
※平成３０（２０１８）年度：約１５万円分８９冊、令和元（２
０１９）年度：約１０万円分４７冊の寄贈

小学校での貸出の様子
気になる本を探します

来館の際は３密を避け、マスクの着用・手指の消毒をお願いします
館内サービスの利用人数を制限しています （詳しくはお問い合わせください）
ご理解とご協力をおねがいします

11 月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ 19：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
15 日（日）

編集・発行

（柏崎市立図書館）

ホームページ
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「雑誌リサイクル市」を開催します
延期となっていた「雑誌リサイクル市」を開催いたします。保存期限を過ぎた雑誌を希望する
方に無料で配布する、毎年多くの方からご参加いただいている人気の催しです。今回はコロナウ
イルス感染対策のため、事前申し込み制とさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願い
します。
▼開 催 日

１１月１４日（土）

▼時

第１回目９：４０～１０：００

間

第３回目１０：５０～１１：１０
▼会

場

▼対象雑誌

2階

第２回目１０：１５～１０：３５
第４回目１１：２５～１１：４５

展示ホール

保存期限を過ぎた雑誌３８種類約４００冊（２０１７年 1 月～１２月頃に発行さ
れた雑誌のうち生活誌・カルチャー・芸術誌など）

▼定

員

▼参加方法

各回３０人（申込順。1 人１回限り３冊まで）
前日までに総合カウンターまたは電話・ファックスでソフィアセンターへお申し
込みください

▼そ の 他

※雑誌を持ち帰る袋等は各自ご用意ください

今回、配布対象でない分野の雑誌は今後の雑誌リサイクル市で配布予定

「外国語で楽しむおはなし会～世界の遊びを楽しもう～」を開催します
英語と日本語を交えて、読み聞かせやゲームなどを楽しむ「外国語で楽しむおはなし会」を柏
崎地域国際化協会の協力で開催します。アメリカ出身の先生による本場の英語に触れながら外国
の遊びを楽しみましょう。参加費は無料です。ぜひお申し込みください。
▼開催日時
▼会

場

１１月２１日（土）
2階

１３：３０～１４：３０

多目的ホール

▼対

象

小学１～３年生（保護者同伴可）

▼定

員

１０組２０人（先着）

▼申し込み

１１月１６日（月）までに総合カウンターまたは電話で
ソフィアセンターへお申し込みください

「ワークショップ＆朗読会『ごんぎつね』を朗読しよう」を開催します
一人でも、複数でも楽しめる新しいイベント「『ごんぎつね』を朗読しよう」を開催します。
朗読指導者である講師から朗読の基本を学びながら「ごんぎつね」の朗読を体験できます。参加
費は無料です。ぜひお申し込みください。
▼開催日時
▼会

場

１２月６日（日）１０：００～１２：００（９：３０受付開始）
2階

多目的ホール

▼対

象

小学３年生から大人まで

▼定

員

２５人（先着）

▼申し込み

１１月３０日（月）までに総合カウンターへ。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 5 日から受付開始）

おすすめ図書館資料・新着資料
皆さんはどんな手袋を使いますか？形はミト
ン？素材は毛糸か革？もしも落としてしまった
ら、手袋はどうなるのでしょうか。
寒い冬のある日。おじいさんは、森の中で手袋
を片方落としました。すると、ねずみがやってき
て手袋の中に入りました。それから次々に動物た
「てぶくろ」
エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／絵 うちだ
りさこ／訳 福音館書店
絵本（Ｅ３-３２ ラチ）

ちが入って、はち切れそうになりました。おやお
や、大丈夫なのでしょうか？
ちょっと不思議なウクライナの民話です

「バッタに食べられたい」という子どもの頃
からの夢を叶えるため、昆虫学者になった著者
は単身、バッタが大発生して深刻な飢饉を引き
起こしているモーリタニアに旅立った。サハラ
砂漠で、バッタと大人の事情を相手に繰り広げ
た死闘の日々をつづる！
「ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ」
前野ウルド浩太郎／著 光文社
児童・ティーンズコーナー（４８６ マ）

新書『バッタを倒しにアフリカへ』が総ルビ
と、言葉の解説を加えた児童書版。

「今日からできる！暮らしの感
染対策バイブル」
堀成美／監修 主婦の友社
一般（４９８．６ キ）

「アジア音楽入門」
日本コロムビア
CＤ（４１０ アシ）

「パラサイト」
ポン・ジュノ／監督 バップ
ＤＶＤ（７７８．２ ハラ）

世界中でヒットし流行する

韓国の半地下住宅に住む貧

新型コロナウイルス、イン

楽曲とは別の、国ごとに代々

しい家族が、高台の大豪邸に

フルエンザ、ノロウイルスな

受け継がれてきた特色ある音

住む家族を騙して次々と寄生

どの感染症から自分や家族を

楽。日本、中国、韓国の他、

してゆく。その様をテンポよ

守るには、何をして何をしな

パキスタンやミャンマーなど

く描き、先には予想も付かな

いほうがよいのか。

アジア諸国の伝統音楽を１８

い展開が待っている。

身近な暮らしの中で生まれ
た１６５の疑問への具体的な

曲収録。各国の文化に触れる
ことができるＣＤです。

格差社会を題材にして、面
白く、考えさせられる超一級

対策を予防・外出・家族・知

あまり知られていない伝統

識・予測の５章に分けて、一

音楽を聴くきっかけになりま

す。カンヌ国際映画祭最高賞、

問一答形式で解説します。
「正

す。特色ある音楽を聴き、ア

アカデミー作品賞を６５年ぶ

しい感染症対策」を知って、

ジア国々に思いをはせてみて

りに同時受賞した快作をぜひ

怖がらずに生活しましょう。

はいかがでしょう。

ご覧ください。

のエンタテイメント映画で
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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

時

間

内容など

場

所

１１/７（土）

聞かせ屋。けいたろ
う絵本ライブ＆セ
ミナー

ライブ①１０：００～１０：３０
ライブ②１１：００～１１：３０
セミナー１３：３０～１５：００

乳幼児向け絵本ライ
ブと大人向けセミナ
ー【要申し込み】

２階会議
室

１１/１４（土）

雑誌リサイクル市

９：４０～１１：４５

保存期限を過ぎた雑
誌を希望者に無料配
布【要申し込み】

２階展示
ホール

１１/１４（土）

図書館後援会連続
ミニ講演

連続講座「呑んべぃ
１４：００～１５：３０ 親父のうちあけ話」
の第２回【要申し込み】

２階多目
的ホール

１１/２１（土）

土曜日は絵本の時
間。

絵本を使った大人の
１０：３０～１２：００ 癒しの時間
【要申し込み】

２階会議
室

１１/２１（土）

外国語で楽しむお
はなし会～外国の
遊びを楽しむ～

英語と日本語での読
１３：３０～１４：３０ み聞かせや外国のゲ
ームなど【要申し込み】

２階多目
的ホール

絵画や工作、工芸な
ど、図工・美術で制
作した作品を展示

２階展示
ホール

１１/２５（水） 柏崎市・刈羽郡
～１２/２（水） 小・中学生美術展
１１/２８（土）

絵本を楽しむ会

９：３０～１９：００
※１１/２８・２９は～１７：００、
１２/２は～１５：００

１５：００～１５：４０ 絵本の読み聞かせ

１階絵本
のへや

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。

おはなし会の日

ソフィア・ラブ・ラブ・ライブラリー

職員・ボランティアによる紙芝居や絵本の読
み聞かせです。

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ
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。

１１/４ （水） １１/１８ （水）
１０：３０～
１１/２０（金）
１５：３０～
11 月 9 日まで読書週間です。1 階特設

１１/４ 「今月のイベント」
１１/１１「朗読会開催案内」
１１/１８ 「ミッキーマウスの
誕生日」
１１/２５「先生」

コーナーでは、書籍を通じて科学者の生き
方・考え方や科学の面白さ・素晴らしさを
届ける「科学道１００冊」を展開中です。

ソフィアセンターのホー ムページから本やＣ

人気の漫画から定番の科学図書までを紹介

Ｄ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の延長

しているので、ぜひご覧ください。

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

