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柏崎高等学校の「学校図書館」と連携しています
学校司書がソフィアセンター
へ情報提供し、情報共有します
・生徒の課題研究の内容
・課題図書の選書内容 等

柏崎高校
学校図書館
生徒からの相談

課題
解決

課題図書

ＫＳＰ…

ソフィアセンター
学校図書館から提供された情報を基に、
当館が「できること」を検討し対応します
・生徒の課題研究へのレファレンス対応
（課題解決のお手伝い）
・課題図書のリストをホームページ上へ
掲載・貸出 等

ソフィアセンターは、新潟県立柏崎高等学校の学校図書館と連携し、生徒の皆さんが課題
研究や読書をする際にソフィアセンターの蔵書を活用してもらう取組を進めています。
柏崎高等学校はＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）の指定校です。ＳＳＨの活動
の一つであるＫＳＰ（柏崎サイエンスプロジェクト）に取り組む１学年・２学年の生徒の皆
さんが、授業の一環で当館へ来館し、ソフィアセンターの蔵書を活用して、各グループで設
定した課題を解決することで、生徒の主体性と課題解決力を伸ばす一助となります。
また、柏崎高等学校１年生の課題図書３００冊のうち、ソフィアセンターが所蔵する図書
約２００冊のリストをホームページ内「おすすめの資料」に掲載しました。生徒の皆さんが
読みたい本を探すことができるようにし、利用状況の確認や予約も可能となっています。
ソフィアセンターは、これから小・中・高校の各学校図書館と連携していく予定です。

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

９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
２０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/

ＬＩＢＲＡＲＹ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

「大人に効く！絵本！」コーナーと絵本セラピー®をご利用ください
平成２９（２０１７）年度から、絵本を通じて何かを感じたり、癒されたりしていた
だこうという、大人のための絵本セラピー ®「土曜日は絵本の時間。」を開催しています。
昨年度、絵本セラピー ® で読んだ絵本を中心に、アンケートで人気の高かった３０冊
を集めた「大人に効く！絵本！」コーナーを９月１日（火）～１０月４日（日）まで 1
階特設コーナーに設置します。
「土曜日は絵本の時間。」参加者の心に響いた絵本だけでなく「けなげで泣きそうにな
りました」
「衝撃的でした」といった、アンケートから抜粋した声も掲示しています。大
人だからこそわかる絵本の魅力を知るきっかけにしていただける絵本ばかりですので、
ぜひご覧ください。
■「土曜日は絵本の時間。」
▼開 催 日

原則毎月第 3 土曜日

▼会

場

２階

▼対

象

１８歳以上の社会人

▼定

員

１５人（先着）

▼申し込み

１０：３０～１２：００

第２会議室
※お子さまの同伴はできません

前日までに直接または電話でソフィアセンターへ

※当面の間、参加費はかかりません

令和２（２０２０）年度

移動図書館の巡回日程について

「移動図書館」
（９～１２月）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

９月
（第４回）

１０月
（第５回）

１１月
（第６回）

１２月
（第７回）

田尻小学校

田尻 ９/１（火）
鯨波 ９/４（金）

１０/２（金）

田尻 １１/５（木）
鯨波 １１/６（金）

鯨波 １２/４（金）
田尻 １２/１１（金）

比角小学校

半田小学校

９/８（火）

１０/６（火）

１１/１０（火）

１２/１（火）

米山小学校

剣野小学校

９/９（水）

１０/７（水）

１１/１１（水）

１２/２（水）

午前
（10：00～10：40）

午後
（13：00～13：40）

鯨波小学校

高柳小学校

鯖石小学校

９/１０（木）

１０/８（木）

１１/１２（木）

高柳 １２/３（木）
鯖石 １２/７（月）

槇原小学校

北鯖石小学校

９/１５（火）

１０/１３（火）

１１/１7（火）

１２/８（火）

二田小学校

内郷小学校

９/１６（水）

１０/１４（水）

１１/１８（水）

１２/９（水）

中通小学校

日吉小学校

中通 ９/１１（金）
日吉 ９/１４（月）

１０/１５（木）

１１/１９（木）

１２/１０（木）

大洲小学校

北条小学校

９/２９（火）

１０/２０（火）

１１/２４（火）

１２/１５（火）

枇杷島小学校

９/２３（水）

新道 １０/１９（月）
枇杷島 １０/２１（水）

１１/２５（水）

１２/１６（水）

荒浜小学校

９/２４（木）

１０/２２（木）

１１/２６（木）

１２/１７（木）

新道小学校

※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。

おすすめ図書館資料・新着資料
くっついた。くっついた。金魚さんと金魚さん
の口が。あひるさんとあひるさんのくちばしが。
皆さんもページを開いて「くっついた」と言いな
がら、お子さんと身体をくっつけてみませんか。
くっついたものはなんでしょう？ぷくぷくっ
としたほっぺとほっぺでしょうか？それから大
好きという気持ちでしょうか？
「くっついた」
三浦太郎／作・絵 こぐま社
絵本（Ｅ９ ミウ）

愛のつまった１冊です。
※柏崎市ブックスタート事業対象絵本
本
監視センサーや盗聴器が町中に設置され、空
にはドローンが飛び交う超監視社会となった、
少し未来の日本。息苦しさが増す社会の中でも
り う

さ く

タフに生きる女子中学生理宇と母、弟の早久は、
まつえい

不思議な力をもつ“カザアナ”の末裔と出会う。
さまざまな問題を抱える人たちと共に立ち向
「カザアナ」
森絵都／著 朝日新聞出版
一般・ティーンズコーナー（F モリ）

「「自宅オフィス」のととのえ
方」リモートワークを快適にす
るインテリアとアイディア
主婦の友社
一般（５９７ シ）

かっていく一同はやがて、謎のゲリラ組織ヌー
たいじ

トリアと対峙することに――。

「はたらく細胞 Ｖｏｌ．１」
鈴村健一／監督 アニプレ
ックス
DVＤ（７７８ ハタ １）

「掘るまいか」
橋本信一／監督 山古志村会
隧道文化基金
ＤＶＤ（Ｙ５１４ ホル）

大人気コミック『はたらく

昭和 8 年から１６年をかけ

細胞』をアニメ化したもので、

て作られた、旧山古志村の手

で働き方の選択肢として注目

第１話「肺炎球菌」が収録さ

掘りトンネル「中山隧道」の

されるリモートワークのため

れています。

完成までを追ったドキュメン

新型コロナウイルスの影響

赤血球や白血球などの体内

タリー映画。冬場は陸の孤島

細胞が、擬人化という形で分

となる小松倉集落は、病人を

限られた空間の中でいかに

かりやすく描かれているた

半日がかりで峠を越え、運ん

オンオフを切り替え、モチベ

め、子どもから大人までお楽

でいました。賛成派と反対派

ーションをアップし、インテ

しみいただけます。

に村を二分しながらも、住民

に、自宅に本格的な仕事スペ
ースをつくってみませんか？

掘ろうじゃないか

リアになじませるか。
５０軒の実例で自宅オフィ
スの作り方を紹介します。

身体の仕組みを知るきっか

たちが「掘るまいか！」とツ

けに、ご覧になってみてはい

ルハシを手に、トンネルを完

かがでしょう。

成させるまでの物語です。

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

時

間

内容など

場

所

９/１９（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

９/２６（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

９/２（水） ９/１６（水）
１０：３０～

９/１８（金）
１５：３０～
ソフィアセンターからのひとこと

トなどの情報をお伝えしています。

９/２
９/９
９/１６
９/２３
９/３０

「宝くじ」
「宇宙の日」
「イタリア料理」
「万年筆」
「国際音楽の日」

・９月のソフィアセンターは、平日は午後
８時までご利用いただけます。夜は日中

ソフィアセンターのホー ムページから本やＣ

より利用者が少なく、３密を避けてご利

Ｄ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の延長

用いただきやすい時間帯です。
夏の暑さもやわらいだこの時期、夜のソ

ができます
携帯電話用

フィアセンターをぜひご利用ください。
（１０月から平日の閉館時間は午後７時
となります）
・毎年１０月、ソフィアセンターを会場に
開催される柏崎市美術展覧会（市展）は、
新型コロナウイルス感染症の収束が見通

※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

せない状況にあることから、今年度は特
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。

発

行

日

令和２年（2020 年）９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/

