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臨時休館中に資料の除籍や器物の整理を行いました
←3 階の書庫から抜き出した本
を並べ、除籍してよいかを再確
認した上で、1 冊ずつ除籍のデ
ータ処理を行う。
中村文庫収蔵の江戸～大正時
代の古銭の錆・汚れを丁寧に落
とす。↓

ソフィアセンターは、新型コロナウイルス感
染拡大防止に向けた緊急事態宣言のため、４月
１８日（土）～５月１０日（日）まで臨時休館
しました。休館中はご不便をおかけしました。
この休館期間を活用して、通常は蔵書整理休
館中に行う資料の除籍や器物の整理、古銭の洗
浄などを行いました。
除籍した資料は、情報が古くなったビジネス
書など約１８，０００冊。資料を整理すること
で、市民の皆様が必要な本を探しやすく、利用
しやすい書架になります。

↑器物の写真付き目録を作成

【利用可能なサービス】
〇資料の貸出・返却・予約、インターネットの利用
〇学習・読書室、会議室、展示ホール、多目的ホールの利用（利用人数を制限しています）
〇新刊雑誌・郷土資料の閲覧
【利用できないサービス】※ご不便おかけし申し訳ありません
〇新聞の閲覧、ＤＶＤの視聴
〇参考図書室の利用（資料の利用は可）
詳しくはお問い合わせください

６月

開館時間（夏の開館時間延長期間）
平 日 ９：３０ ～ ２０：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
２１日（日）
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蔵書統計をお知らせします
令和２（２０２０）年 3 月 31 日現在の蔵書統計をお知らせします。
【年間受入点数】９,７０5 点

【全蔵書の総数】334,556 点

内訳
一般図書
郷土資料
児童図書・絵本・紙芝居
貸出文庫
雑誌
視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）
合計

今年（R元年度）
昨年(H30年度）
207,876
62.1% 205,221
61.8%
50,320
15.0% 49,927
15.0%
42,361
12.7% 43,618
13.1%
17,035
5.1% 16,714
5.0%
4,992
1.5%
4,954
1.5%
11,972
3.6% 11,824
3.6%
334,556
332,258

【全蔵書の分類比率】317,592 冊（雑誌と視聴覚資料除く）
総記
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52,497
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16.5%
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令和２（２０２０）年度

絵本

技術

産業

23,655
7.4%

11,318
3.6%

紙芝居

23,474
7.4%

合計

一般図書
郷土資料
児童図書・絵本・紙芝居
貸出文庫
雑誌
視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）
合計

4,566
384
2,209
1,030
1,303
213
9,705

【新聞】
郷土紙は永年保存です。
平成２９（２０１７）年１２月
以前の全国紙は廃棄処分しま
した。
新聞の所蔵状況は、ソフィアセ
ンターホームページの「新聞・
雑誌」で確認できます。

1,866 317,592
0.6%

課題図書

課題図書は、全国学校図書館協議会が主催する青少年読書感想文全国コンクールで指定
された図書です。今年度の課題図書は下記のとおりです。これらは、課題図書コーナーに
展示してありますのでご利用ください。なお、できるだけ多くの方にご利用いただくため、
貸出は１人 2 冊までといたします。読みたい本が貸出中の場合は、ご予約ください。
全

国

小学校
低学年

小学校
中学年

小学校
高学年

山のちょうじょうの木のてっぺん
おれ、よびだしになる
タヌキのきょうしつ
ながーい５ふん みじかい５ふん
青いあいつがやってきた！？
ねこと王さま
ポリぶくろ、１まい、すてた
北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと
ヒロシマ消えたかぞく
月と珊瑚
飛ぶための百歩
風を切って走りたい！

中学校

高等学校

天使のにもつ
１１番目の取引
平和のバトン

廉太郎ノオト
フラミンゴボーイ
キャパとゲルダ

新潟県
小学校
１年生

こくん
なんでもモッテルさん

小学校
中学年

小学校
２年生

自転車がほしい！
犬がすきなぼくとおじさんとシロ

小学校
高学年

うそつきタケちゃん
キセキのスパゲッティー
ぼく、アーサー
昔はおれと同い年だった田中さんとの友情
チギータ！
風を切って走りたい！

おすすめ図書館資料・新着資料
がたんごとん がたんごとんと進むのは、黒い
小さな汽車です。「のせてくださーい」と途中の
駅で乗るのは、ほにゅうびん、コップにおさじ、
それから……。小さなお子さんの身のまわりにあ
るものたちがお客さんです。終点はどこでしょ
う？ 誰が待っているのでしょうか？
お子さんと一緒に、がたんごとんというリズム
「がたんごとんがたんごとん」
安西 水丸／さく 福音館書店
絵本（Ｅ９ アン）

に乗って、楽しんでみてはいかがでしょうか。
※柏崎市ブックスタート事業対象絵本

「あやとり」で遊んだことはありますか？
輪になった長めの紐が一本あるだけでできる遊
びです。日本だけでなく世界各地で親しまれて
いる「ひとりあやとり」や、ふたりで交互にと
る「ふたりあやとり」のとりかたが紹介されて
「アジア・アフリカ・ヨーロッパのあやとり」
世界の伝承あやとり
野口とも／著 誠文堂新光社
一般書・ティーンズコーナー（７９８ ノ）

います。家で過ごす時間が増えた今、ひとりで
または家族と一緒にあやとりを楽しんでみませ
んか？ 脳トレにもなります。

「アイヌをもっと知る図鑑」歴
史を知り、未来へつなぐ
平凡社
一般（３８２．１ ア）

「ｃｏｎｎｅｃｔ」
清塚信也／演奏 ユニバーサ
ルミュージック
ＣＤ（１３１ キヨ）

民族的アイデンティティの

ピアニスト、作曲家、俳優

危機を乗り越え、今注目され

など多岐に渡って活躍する清

１６７もの言語と多様な人

る日本の先住民族アイヌ。

塚信也のクラシック・アルバ

種の町、ニューヨーク市ジャ

古代から現代までの長い歴

ムです。バッハやモーツァル

クソンハイツに、ドキュメン

史をたどると共に、精神世界

トといった王道のクラシック

タリー映画の巨匠フレデリッ

と衣服・道具・家屋等のモノ

から清塚本人作曲の『Etude

ク・ワイズマンがカメラを向

からアイヌ民族の世界観を紹

No.1“Dessin”』や『シラノ・

けた“町ドキュメンタリー”
。

介します。

ド・ベルジュラック』～愛の

多くの移民やマイノリティ

豊富なカラー図版と最新の

テーマも収録されています。

「ニューヨーク、ジャクソンハ
イツへようこそ」
フレデリック・ワイズマン／
監督 シネマクガフィン
ＤＶＤ（３３４ ニユ）

を受け入れて来た町の、時代

研究成果・視点が、アイヌ文

清塚信也の繊細で美しく、

による変化。「人種のるつぼ」

化へ理解を深めるビジュアル

躍動感のある演奏をどうぞお

と呼ばれたニューヨークの今

ブックです。

楽しみください。

を感じる作品です。
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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。

開催日

行 事 名

６/１７（水） おはなしの日
土曜日は絵本の時

６/２０（土） 間。

時

間

内容など

場

所

１階えほ
んのへや

１０：３０～

絵本の読み聞かせ

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室

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。

特設コーナーにスポーツ選手が選ぶおすすめの１冊を展示しています
１階中央の特設コーナーでは６月１４日（日）まで「おうち時間に楽しく読もう！セーリング富
澤選手と水球選手が選ぶおすすめの１冊」を展示しています。
この展示では、セーリング競技で活躍中の富澤選手とブルボンウォーターポロクラブ柏崎の選手
の皆さんからおすすめの本を選んでいただき、紹介しています。紹介されているのは絵本から大人
向けの本まで幅広く、どなたでも楽しめます。また、おすすめの本にはその本を選んだ選手からの
コメントが添えられていますので、選手の皆さんの人柄を知る絶好のチャンスです。本を借りて自
宅での時間を楽しく過ごしてみませんか。併せて「水球すごろく」も展示していますので、ぜひご
覧ください。
今回の特設展示は市スポーツ振興課、水球のまち推進室と当館が協力し、企画・展示しました。

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。

６/３

「スポーツ選手おすす
めの１冊」
６/１０「雨・梅」
６/１７「さくらんぼ」
６/２４「梅雨の日の過ごし方」

ソフィアセンターのホームページから本や
ＣＤ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の
延長ができます
携帯電話用

ソフィアセンターからのひとこと
臨時休館の際はご不便をおかけしまし
た。開館後も新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、ご利用の際はマスクの着用・
手洗いなどの実施をお願いしています。館
内では、ソーシャルディスタンスを心掛け、
人と人との距離の確保をお願いします。
現在、正面玄関前の返却ポストをいつで
もご利用いただけます。資料返却のみの場
合は、入館せずに返却ポストをご利用くだ
さい。

※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

発

行

日

令和２年（2020 年）６月１日
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