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ソフィアセンター「新しい生活様式」の取り組み

閲覧席

２階ホールの学習スペース

２階ホールの学習用スペース
（催し等により撤去する場合があり
ます）

背もたれがないイスを置くことで、隣席
の人と別方向を向くことができます
おはなしコーナー
（読み聞かせ会場）

ソフィアセンターでは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として「新しい生活様
式」を取り入れています。１階の閲覧席と２階の学習・読書室は、３密を避けソーシャ
ルディスタンスを保つため、イスの数を少なくし距離を開けて席を配置する・テーブル
に衝立を立てる等の対策を取っています。２階ホールには学習用のスペースを設け、減
少した座席数を補っています。
えほんのへやはテーブルに衝立を立て、おはなし会は参加者から手指の消毒と連絡先
の記入をしていただいたうえで「読み聞かせ」をしています。
また、コピー機・インターネットパソコン・ＤＶＤ視聴コーナーや、返却された資料
を消毒しています。安心・安全にソフィアセンターをご利用いただけます。

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。ご理解とご協力をおねがいします。
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
詳しくはお問い合わせください

８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
※８/１３～１４ ９：３０～１９：００

休館日
１６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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ソフィアセンター夏休み情報
夏休み恒例の標本の「名前調べ会」や「参考作品展」を開催します。また青少年読書
感想文全国コンクールの課題図書や、自由研究・工作に役立つガイドブックなど、ソフ
ィアセンターではさまざまな本をとりそろえております。夏休みにはぜひソフィアセン
ターをご利用ください。

参考作品展

名前調べ会

植物・昆虫・海藻・貝などの標本が
展示してあります。標本作製の参考に
してください。
▼期間：８月２０日（木）～２２日（土）
▼時間：１０：００～１７：００
※２２日は１５：３０まで
▼会場：２階展示ホール
▼問い合わせ先：教育センター
（電話２０-０２１２）

専門の先生方が生物標本（植物・昆虫・海藻・
貝）の名前調べをお手伝いします。自分でできる
だけ調べたうえで相談に来てください。状況に応
じて一人あたりの相談時間を制限させていただく
ことがあります。
▼日時：８月２２日（土）
１０：００～１２：００
１３：００～１５：３０
▼会場：２階展示ホール
▼問い合わせ先：教育センター（電話２０-０２１２）

令和２（２０２０）年度課題図書
１階特設コーナーに今年度の全国・新潟県の課題図書を集め
た「課題図書コーナー」を設置しています。できるだけ多くの
方にご利用いただくため、貸出は一人２冊までとしています。
読みたい本が貸出中の場合は、ご予約ください。
※たくさん予約しても、借りられる本は一人２冊までとなりま
す。ご注意ください。

特設コーナーをご利用ください
8 月１１日（火）～３１日（月）まで「小学校国語教科書掲載図書」コーナーを開設
します。今年度改定の国語教科書に掲載された図書は、昔から読み継がれている名作童
話や絵本、以前に全国課題図書に選ばれたことがある本など、評価の高いものばかりで
す。その中から「ジャックと豆の木」や「シンドバッドの冒険」といった定番絵本、
「吉
四六さん」や「赤い蝋燭と人魚」などの古典・名作の他、民俗や科学など幅広い分野の
本を各学年から５冊、計３０冊ご紹介します。
８月７日（金）までは最近目にする機会の多い
エスディージーズ

「ＳＤＧｓ 」（持続可能な開発目標）に関連する児童書や
絵本を集めた「子どもの本で学ぶＳＤＧｓ」コーナーを開
設しています。（好評のため、期間を延長しました）
どちらのコーナーも、大人も楽しめ、考えさせられる本
がたくさんあります。ぜひ親子でお楽しみください。

おすすめ図書館資料・新着資料
黄色い表紙に、丸みのある水色の不思議な形。
ページを開くと、あれれ？穴が開いていますよ。
ぷーん ぷくぷく ごぶごぶ ごぼごぼ。たく
さんの音が出てきます。いろんな色の丸いものは
何でしょう？もしかして、あれかな？これかな？
小さなお子さんと一緒に、見て、声に出して、
耳で聞いて、指で触って楽しめます。想像が広が
「ごぶごぶごぼごぼ」
駒形克己／さく 福音館書店
絵本（Ｅ７ コマ）

る１冊です。
※柏崎市ブックスタート事業対象絵本

「仲間はずれにされたくない」
「嫌われたらど
うしよう」……そんな思いを抱えて、友だちに
さえホンネを出せない。周りの目が気になって、
自由に振舞うこともできない。それほどまでに
気を遣い、対人関係に疲れてしまうのはなぜな
「「対人不安」って何だろう？」友だちづき
あいに疲れる心理
榎本博明／著 筑摩書房
児童・ティーンズコーナー（３６１ エ）

「感染症、ＡＩ新時代を生き抜
く科学知識の身につけ方」竹内
薫の「科学の名著」案内
竹内薫／著 徳間書店
一般（４０４ タ）

のか。どんな心理的なメカニズムが働いている
のかを具体的に解説した 1 冊。日頃の生きづら
さを和らげるヒントを見つけてみよう。

「山田五郎と巡る～世界の名
画と聴くクラシック～」
キングレコード
ＣＤ（１０１ ヤマ）

「東京物語」
小津安二郎／監督 松竹株会
式社ビデオ事業室
ＤＶＤ（Ｙ７７８．１ トウ）

美術をはじめ、様々な分野

１９５３年公開、小津安二

科学的知識はリスク回避に

に造詣が深く、美術の魅力を

郎５０歳の作品。家族と死を

手段を与えてくれます。新型

分かりやすく広める活動を行

描き、人生を感じさせます。

コロナウイルス対策において

っている評論家・編集者の山

老夫婦が東京で暮らす子ど

も、科学や数学の知識は重要

田五郎。彼の音声ガイドで、

もたちを訪ねますが、忙しい

なツールであり、それを使い

ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」

子どもたちはなかなか相手が

こなす人の意見に注目するこ

やムンクの「叫び」などの名

できません。予定を早めて尾

とが必要です。感染症、脳、

だたる絵画の紹介と、同じ時

道に帰った両親ですが…。

ＡＩといった分野を中心に

代の音楽が聴けるＣＤです。

「いま読むべき本」を紹介。
情報収集ために、科学の名
著を読んでみましょう。

半世紀以上前の作品です

西洋美術と音楽の歴史を堪

が、今見ても考えさせられる

能し、美術と音楽のコラボレ

こと、身につまされることが

ーションをご鑑賞ください。

多くある作品です。
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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

時

間

内容など

場

所

８/８（土）

土曜日は絵本の時
間。

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室

８/８（土）

キッズシアター

１０：３０～１１：３０
１３：３０～１４：３０

アニメ「おしりたん ２階多目
てい」上映
的ホール

８/２０（木）
参考作品展
～２２（土）

９：３０～１７：００

生物標本の展示及び ２階展示

８/２２（土） 名前調べ会

１０：００～１２：００
１３：００～１５：３０

生物標本の名前調べ ２階展示
相談会
ホール

８/２２（土） 絵本を楽しむ会

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

８/２８（金） キャンバス会作品
展
～３０（日）

９：３０～１７：００

油彩画・水彩画展覧 ２階展示

ただし８/２２は～１５：３０ 標本の作り方の展示

ただし８/３０は～１６：００ 会

ホール

１階えほ
んのへや

ホール

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

８/５（水） ８/１９（水）
１０：３０～

８/２１（金）
１５：３０～

トなどの情報をお伝えしています。

８/５
８/１２
８/１９
８/２６

「教科書掲載図書展示」
「夏向きＣＤ・ＤＶＤ」
「ブックスタート」
「大人も読書感想文」

図書館からのひとこと
お盆期間の８月１３日（木）～１４日（金）
につきましては、閉館時間が午後７時とな
ります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
発

行

日

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

令和２年（2020 年）８月１日

編集・発行

（柏崎市立図書館）
〒945-0065 柏崎市学校町２番４７号
電話 0257-22-2928 FAX 0257-21-2936
メールアドレス lib@city.kashiwazaki.lg.jp
ホームページ
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/

※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

