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ビジネス支援コーナーをご利用ください
情報案内スペース

現在は「柏崎・社長のたまご塾」
開催案内チラシを設置

検索パソコン

ソフィアセンターは、皆さまのビジネス活動を支援するため、ビジネスマナー、法・
契約、起業や転職、用語解説など、さまざまなビジネスの場面で役立つ情報や知識の本
を集めた「ビジネス支援コーナー」を設置しています。
ＳＮＳを活用したマーケティング方法・炎上リスクへの備えをわかりやすく解説した
本や、退職代行サービス、最近急激に導入が進んでいるテレワークについての本、新型
コロナウイルスへの職場対策マニュアルなど、今注目される分野の本も入っています。
また、ビジネス支援に関連する情報案内スペースでは、公益的なものに限りビジネス
支援情報の案内チラシを設置しています。
コピー機脇の検索パソコンでは、法情報データベースや新潟日報新聞記事も検索でき
ます。無料でご利用いただけるので、ビジネス支援コーナーと併せてご活用ください。

新しい生活様式の実践をお願いします
ご来館の際はマスクの着用・手指の消毒・ソーシャルディスタンスを心掛けてご利用ください

【利用に制限があるサービス】利用人数を制限しています
１階：インターネットの利用、ＤＶＤの視聴
２階：学習・読書室、会議室、展示ホール、多目的ホールの利用

７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
１９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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特設コーナー「子どもの本で学ぶＳＤＧｓ」をご利用ください
最近目にすることの多い「ＳＤＧｓ」
（エス・ディー・ジーズ）とは「持続可能な開発
目標」のことです。国連は全世界の人々が「持続的」に「人間らしく」生きるために、
幅広い課題の中から貧困や教育・気候変動といった１７の目標（ゴール）と１６９の具
体的な達成基準（ターゲット）を定め、２０３０年までに達成することを目指していま
す。ソフィアセンターでは、７月１日(水)～３１日(金)までＳＤＧｓに関連する児童書
や絵本を特設コーナー「子どもの本で学ぶＳＤＧｓ」で展示・貸出をします。ぜひご利
用ください。

新潟県労働金庫（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（ろうきん柏崎
支店）から、児童向け図書を寄贈いただきました。
「子
どもたちにいっぱい本を読んでもらいたい」という、
ろうきん柏崎支店の願いのこもった本は、読み物や写
真が多く見やすい学習向けの本など４７冊。これらは
移動図書館で市内の小学生たちに貸出します。

令和２（２０２０）年度

移動図書館の巡回日程について

休止となっていた「移動図書館」
（上半期）の巡回を次の日程で開始します。本を借り
るにはソフィアセンターの利用カードが必要です。いろいろなジャンルの本をご用意し
ますので、ぜひお集まりください。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、または学校行
事や休校などで、巡回中止や日程変更となる場合があります。
会場／時間

５月
（第１回）

６月
（第２回）

７月
（第３回）

田尻小学校

鯨波 5/8（金）
田尻 5/15（金）

６/５（金）

７/１（水）

比角小学校

半田小学校

５/１２（火）

６/９（火）

７/２（木）

米山小学校

剣野小学校

５/１３（水）

米山 6/3（水）
剣野 6/10（水）

７/３（金）

７/２７（月）

９/９（水）

高柳小学校

鯖石小学校

５/１４（木）

６/１１（木）

７/６（月）

７/２９（水）

９/１０（木）

槇原小学校

北鯖石小学校

５/１９（火）

６/１６（火）

７/７（火）

槇原 7/28（火）
北鯖石 7/29（水）

９/１５（火）

二田小学校

内郷小学校

二田 5/18（月）
内郷 5/20（水）

６/１７（水）

７/８（水）

７/２８（火）

９/１６（水）

７/９（木）

７/２８（火）

中通 9/11（金）
日吉 9/14（月）

９/２９（火）

午前
（10：00～10：40）

午後
（13：00～13：40）

鯨波小学校

中通小学校

日吉小学校

５・６月は休止しました

５/２１（木）

６/１８（木）

７月
（回収のみ）
鯨波
田尻
半田
比角

7/27（月）
7/29（水）
7/27（月）
7/29（水）

９月
（第４回）
田尻 9/1（火）
鯨波 9/4（金）

９/８（火）

大洲小学校

北条小学校

５/２６（火）

６/２３（火）

７/１４（火）

大洲 7/27（月）
北条 7/29（水）

新道小学校

枇杷島小学校

５/２７（水）

６/２４（水）

７/１５（水）

７/２７（月）

９/２３（水）

荒浜小学校

５/２８（木）

６/２５（木）

７/１３（月）

７/２８（火）

９/２４（木）

※移動図書館で借りた本は、各学校に設置してある返却ボックスを利用するか、図書
館（ソフィアセンター）へ直接返却してください。
※回収日は返却本の回収だけを行いますので、本を借りることはできません。

おすすめ図書館資料・新着資料
ほら、耳を澄ますといろんな音が聞こえてきま
す。犬はどんなふうに鳴くのでしょう？水道から
流れる水はどんな音がするの？紙を破いたらど
んな音？お子さんとページをめくって確かめて
みましょう。
わんわんわん。じゃあじゃあじゃあ。
カラフルでシンプルな絵とリズミカルな音。赤
「じゃあじゃあびりびり」
まついのりこ／作・絵 偕成社
絵本（Ｅ９ マツ）

ちゃんも繰り返し楽しめる 1 冊です。
※柏崎市ブックスタート事業対象絵本

世界では、今なお宗教にかかわる紛争が繰り
返されています。なぜ、これらの紛争は起こる
のか？
か？

なぜトルコは EU に加盟できないの

など、世界の背景にあるものを考えさせ

られるニュースがたくさんあります。ユダヤ教、
キリスト教、イスラム教の３つの宗教がどのよ
「世界史で読み解く現代ニュース 宗教編」
池上彰・増田ユリヤ／著 ホプラ社
一般書・ティーンズコーナー（２０４ イ）

「野菜が長持ち＆使い切るコ
ツ、教えます！」食品ロスをな
くして節約！
島本美由紀／著 小学館
一般（５９６．３ シ）

うに成立してきたかを詳しく解説。世界で起き
ている様々な問題への理解が深まる１冊です。

「ワーク・ソング」
ナット・アダレイ／演奏 ユ
ニバーサルミュージック
ＣＤ（２３０ アタ）

「たべものソング」にんじんち
ゃちゃちゃ
日本コロムビア
ＣＤ（９９０ タヘ）

アメリカのジャズ・コルネ

「おさかな天国」や「おべ

食材で、一番廃棄されてい

ット奏者ナット・アダレイの

んとうばこのうた」など誰も

るのが野菜です。食品ロスを

アルバムです。アルバムと同

が一度は耳にしたことのある

なくすため、鮮度を維持して

名の曲「ワーク・ソング」は

お馴染みの歌のほか、野菜や

長持ちさせる保存法と保存期

幅広くカバーもされたファン

ごはん、フルーツなどさまざ

間、美味しく使い切るレシピ

キー・ジャズの名曲で、ナッ

まな食べ物の歌が収録されて

を紹介。皮や種など捨ててい

トが少年時代に聴いた労働者

います。子どもがご飯を食べ

た部分に含まれる栄養を活か

の歌からヒントを得て生まれ

てくれない時や、好き嫌いが

して調理すれば、食品ロスも

ました。録音から６０年経過

激しい時などに聴くと効果が

さらに減ります。

した今も褪せることのない、

ありそうです。食べ物の歌を

叙情詩的な美しい楽曲が集め

通して、食べる楽しさを伝え

られたアルバムです。

てみてはいかがでしょう。

卵やヨーグルトなどの冷凍
保存方法も紹介します。
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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
土曜日は絵本の時

時

間

内容など

場

所

７/１８（土） 間。

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室

７/２５（土） 絵本を楽しむ会

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

１階えほ
んのへや

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

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッカ

絵本の読み聞かせです

ラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイベン

７/１（水） ７/１５（水）
１０：３０～

７/１７（金）
１５：３０～

トなどの情報をお伝えしています。

７/ １
７/ ８
７/１５
７/２２
７/２９

「手紙」
「真珠」
「涼しくなるような本」
「課題図書」
「甲斐信枝さんの本」

ソフィアセンターからのひとこと
現在、ソフィアセンターは新型コロナウ
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。正面玄関前の返却ポストは
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。
暑い時期は、マスク着用により熱中症の
リスクが高まります。水分補給をするなど
熱中症予防を心掛けてください。

ソフィアセンターのホームページから本やＣ
Ｄ・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

※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）７月１日
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