２０２１年２月

だより 296号

ア
ィ
フ
ソ

教科書コーナーを設置しました
背ラベルの見方
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教科書は出版社（五十音順）ごとに
分かれており、柏崎市使用教科書に
は、ラベルが貼ってあります

児童コーナーとメディアコー
ナーの境界にある棚に設置し
ました

児童コーナーに、小学校で使用している教科書をご利用いただける「教科書コーナー」
を設置しました。柏崎の小学校で使用されている教科書だけでなく、他市町村で使用され
ている小学校全教科の教科書を揃えています。柏崎教科書センターで教科書の閲覧をして
いますが、ソフィアセンターでは閲覧だけでなく貸出も可能のため、気軽に各社の教科書
を比較したり、予習・復習に使用することができます。
なお、教科書コーナーの教科書は、令和 2（２０２０）年度に改訂され現在小学校で使
用されているものだけを揃えており、改訂前に使用されていた教科書はご利用いただけま
せん。
４月以降は、令和 3（２０２１）年度改訂の中学校教科書も揃う予定です。教育に携わ
る方・小中学校に通う年齢のお子さまをお持ちの方だけでなく、現在の教科書に興味があ
る方も、気軽に手に取っていただける「教科書コーナー」をぜひご利用ください。

２月の特別休館のお知らせ
２月１５日（月）〜３月１日（月）は蔵書整理・機器保守点検のため休館します
●返却期限日が休館日にあたる場合は、貸出期限が延⻑されます。貸出伝票をご覧ください
●休館中に本や雑誌、ＣＤ・ＤＶＤを返却される⽅は、正⾯⽞関の返却ポストをご利⽤ください

２月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ 19：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
15 日（月）～3 月 1 日（月）

編集・発行

（柏崎市立図書館）
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https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/toshokan/
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今年度最後の「雑誌リサイクル市」を開催します
１１月・１２月に続き、今年度最後となる「雑誌リサイクル市」を開催します。保存期限
を過ぎた雑誌を希望する方に無料で配布するこの催しは、新型コロナウイルス感染防止対策
のため、今年度は事前申し込み制で、各回の人数を限定しています。
▼開 催 日

２月１３日（土）

▼時

間

第１回目９：４０～１０：００

第２回目１０：１５～１０：３５

▼時

間

第３回目１０：５０～１１：１０

第４回目１１：２５～１１：４５

▼会

場

２階

▼対象雑誌

展示ホール

保存期限を過ぎた雑誌３３種類約４００冊（２０１７年１月～１２月頃
に発行された雑誌のうち実業・経済誌、スポーツ誌など）

▼定

員

▼参加方法

各回３０人（申込順。1 人１日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（２２－２９２８）
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

特設コーナー「物語ツアー」をご利用ください
2 月１４日（日）まで「物語ツアー」コーナーを設置して
います。海外旅行に行きたくても、思うように出かけられな
い今、世界の児童文学を読んで、外国の雰囲気に触れてみて
はいかがでしょうか。
古典から現代の作品まで、ぜひ親子でご利用ください。

図書館後援会主催の連続ミニ講演が行われました
柏崎日報紙上でコラムを連載する春口敏栄さんのシリーズ講演「呑んべぃ親父のうちあけ
話」を開催しました。毎年恒例の研修旅行に替わり、企画したものです。
第１回は柏崎戊辰戦争について。最後まで桑名藩主「松平定敬」を支援した新道出身の商
人「金子寅吉」に大変興味を持ちました。第２回は柏崎出身の彫刻師「小川由廣」について。
ライオンの彫刻が得意で、柏崎神社をはじめ市内に数体の像を奉納された方です。第３回は、
数奇な運命で大映の映画スターとなった柏崎出身の「荒木忍」と、春口さんが柏崎文化協会
誌「風のいろ」に寄稿した亡き母との思い出「花・うつろい」のお話。３回ともほぼ満席の
盛会となり、春口さんの真摯な語り口が印象的でした。
コラムが２００回になったら一冊の本にまとめたいとのこと。
ぜひとも柏崎刈羽地方の歳時や埋もれた歴史が冊子として刊行
されることを願っております。
（柏崎図書館後援会会長

松崎日出男）

おすすめ図書館資料・新着資料
皆さん、お風呂は好きですか？
この本に出てくるまこちゃんは、お風呂が大
好きです。あひるのプッカと一緒に入ります。
体を洗っていると……ゆぶねから、かめが出て
きました。ふりかえるとペンギンがせっけんで
遊んでいます。色々な動物たちが出てきます。
せっけんの泡、暖かいお湯の白い湯気。動物
「おふろだいすき」
松岡亨子／文 林明子／絵 福音館書店
絵本（Ｅ９ ハヤ）

たちと入るお風呂は、とても気持ちよさそうで
す。お風呂が好きになる絵本です。

１９７０年代に続発していた飛行機墜落事
故の原因を「ダウンバースト」という気象現
象だと突き止め、飛行機事故を激減させた天
才科学者藤田哲也。だが、彼の功績は日本で
はほとんど知られていない。人類への最大の
「Mr.トルネード」藤田哲也 世界の空を
救った男
佐々木健一／著 文藝春秋
一般・ティーンズ（２８９．１ フ）

功績を残した彼の人生とは？
著者がアメリカ全土総移動距離 3 万キロを
超える取材を敢行し、その数奇な人生を記す。

「恥ずかしい日本語」語彙力・ 「コンプリート・レコーディ
社会人力アップのための楽し
ングス」
い日本語講座
ロバート・ジョンソン／演奏
山口謠司／著 廣済堂出版
Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐaｎ
一般（８１０．４ ヤ）
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
CＤ（２２１ シヨ）

「リヴァイアサン」
ヴェレナ・パラヴェル、ル
ーシァン・キャステーヌ＝テ
イラー/監督 東風
ＤＶＤ（６６４ リハ）

「課金」は明治時代に登場
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ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
※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。

行事予定
開催日

行 事 名

時

間

内容など

場

所

２/６（土）

土曜日は絵本の時
間。

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の ２階多目
癒しの時間
的ホール
【要申し込み】

２/６（土）

絵本を楽しむ会

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

２/１３（土）

雑誌リサイクル市

９：４０～１１：４５

保存期限を過ぎた雑 ２階展示
誌を希望者に無料配
ホール
布【要申し込み】

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。

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

おはなし会の日

ソフィア・ラブ・ラブ・ライブラリー

職員による、紙芝居や絵本の読み聞かせ

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ

です。

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。

２/３（水）
１０：３０～
ソフィアセンターからのひとこと

２/３
「鬼」
２/１０ 「蔵書点検・雑誌リサ
イクル市」
２/１７ 「エジプト」
２/２４ 「スノームーン」

冬は雪や雨が多い時期です。ソフィアセン
ターで借りた資料を持ち運ぶ際には、濡れな
いようにご注意ください。
雪や雨が降っている時には、資料をビニー
ル袋に入れるなどの対応をお願いします。

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

発

行

日

令和３年（2021 年）２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

