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（柏崎市立図書館）

法情報データベースの紹介
１ 私たちの生活と法情報
私たちの生活は、法律で規定されるところがたくさ
んあります。例えば高齢化社会に伴い、週刊誌で毎週
のように掲載される健康・年金・相続等の記事は、法
律と密接な関わりがあり、具体的な裁判の事例によっ
て理解できることがあります。
この中から、最近世間の注目を集めた「認知症鉄道
事故裁判」を、当館の検索パソコンで提供している法
情報データベースを使って調べた結果から紹介します。
２ 設例の概要
「認知症鉄道事故裁判」は、認知症の男性がＪＲ東海の線路内に侵入し、電車と衝突して死亡した
結果生じた損害の賠償を、男性の妻と息子に求めたものです。
（民法では、第７１３条で、精神障害
者は損害賠償責任を負わないと定め、第７１４条で責任無能力者の監督義務者などが賠償責任を負う
と定めています。）第１審では妻と息子に賠償責任を認め、控訴審では妻にのみ賠償責任を認めまし
たが、最高裁判所では妻、息子とも賠償責任はないとされました。
３ 調べ方
メニューから「法律判例文献情報」を選択し、フリーワードに「ＪＲ 認知症」を入力して検索す
ると、この事件に関する論文が表示されます。個々の論文をクリックすると掲載誌が表示されます。
また、検索結果から「判例体系」をクリックすると判決本文、判決要旨が表示されます。
この結果、この事件の最高裁判所の判決が平成２８（２０１６）年 3 月 1 日にあったこと、第１審
（平成２５（２０１３）年 8 月 9 日名古屋地方裁判所判決）、控訴審（平成２６（２０１４）年４月
２４日名古屋高等裁判所判決）が特定できます。これらの論文は国立国会図書館で閲覧するとができ
ます。さらに CiNii Articles（国立情報学研究所の雑誌論文検索サイト）等を通じて、無料で論文を
読めるものもあります。
４ 利用のお勧め
法情報は、廃止されたものを含む法律の条文・判例など、無料サイトで検索できるものも多数あり
ますが、法情報データベースでは、より詳細な情報を得ることができます。館内でのみ利用可能です。
利用をご希望の方はＩＤ・パスワードの入力が必要なので、カウンターにお申し出ください。
柏崎市内でも、平成２０年代初めにゼロだった弁護士事務所が現在は５つになり、法律がますます
身近な時代になっています。日常生活上の疑問、専門家に相談する前の予備知識、ビジネス利用など
多くの利用をお待ちしています。

２月１２日（水）～２月２６日（水）ソフィアセンターは休館します。

と しょ

かん

図書「間」ミニ展示を行っています
ソフィアセンターでは書架と書架の“間”の柱を利
用して資料の展示を行う図書「間」ミニ展示を不定期
に実施しています。今回は新潟県立歴史博物館で開催
中の冬季企画展「越後佐渡の温泉文化」と連動して、
温泉と温泉文化に関する写真資料等の展示と書籍の紹
介を行っています。
新潟県は古くから松之山温泉が「日本三大薬泉」の
一つとして親しまれています。柏崎市にも、神経痛・
関節痛・慢性消化器系・慢性婦人病に効くという高柳
町「じょんのび温泉 楽寿の湯」や、神経痛・筋肉痛・
皮膚病に効くという西山町「大崎温泉 雪割草の湯」などがあります。また、かつては多くの
地域に鉱泉があり、地元の人々から親しまれていました。
（ソフィアだより９９～１６５号掲載
の「柏崎の水」で温泉や鉱泉を紹介しています。現在はソフィアセンターホームページからご
覧いただけます。）
今回のミニ展示をきっかけに、市内の温泉施設でのんびり湯に浸かったり、地元にあった鉱
泉の名残を訪ね、地域の温泉文化に触れてみたりしてはいかがでしょうか。

「科学道１００冊」フェアを開催します
昨年度、小学生を中心とした多くの子どもたちに科
学の楽しさを伝えた「科学道１００冊」フェアを今年
も開催します。
「科学道１００冊」は理化学研究所と編集工学研究
所による、科学者の生き方・考え方、科学のおもしろ
さ・素晴らしさを中学生・高校生を中心とした幅広い
層に届けるプロジェクトです。
前回開催した「科学道１００冊ジュニア」は、子ど
もたち向けに科学者たちのものの見方や考え方に着目
した１００冊を紹介しましたが、今回の「科学道１０
０冊 ２０１９」では、旬のトピックを取り入れた３
つのテーマ（「元素ハンター」「美しき数学」「科学する女性」）からなる本と、時代を越える
良書として選ばれた「科学道クラシックス」で構成されています。
「科学道１００冊」フェアは現在、全国各地の公共図書館や書店で開催されており、ソフィ
アセンターでも、より幅広い層の方にさまざまな視点から科学の魅力を楽しんでいただけるよ
うに、１階特設コーナーで２月２７日（木）～５月１０日（日）まで開催いたします。科学へ
の興味をかきたてる本の数々をぜひご覧ください。

３月に「雑誌リサイクル市」を開催します
平成２９（２０１７）年１月～１２月頃に発行され保存期限の切れた雑誌（一部の雑誌を除
く）を無料で配布する「雑誌リサイクル市」を３月１４日に開催します。毎年多くの方からご
来場いただき行列ができる人気の催しです。事前申し込みは不要なので、ぜひご来場ください。
詳しい内容は来月のソフィアだよりをご覧ください。
▼開 催 日
▼時
間
▼会

場

３月１４日（土）
第１回目 ９：３５～１０：２０ ひとり３冊まで（当日整理券必要）
第２回目 １０：３０～１１：００ 冊数制限なし（１回目の残部を配布）
2 階 展示ホール

新着図書・おすすめの視聴覚資料
「ＨＥＸ」

「たまごの図鑑」
（大木邦彦／文・構成

今泉忠明／監修 あか

（ＲＯＴＨ

Ｂ Ａ ＲＴ

Ｂ ＡＲ Ｏ Ｎ／ 演奏

ね書房）

スペースシャワーネットワーク）

親から子へ動物の命がつながれていくために、

２０１４年に海外で最初のアルバムを制作後、

なくてはならない卵。動物の種類によって、卵

オンラインでファンコミュニティを立ち上げて、

の大きさや形、色や模様はさまざまです。

クラウドファンディングでミュージックビデオ

鳥、は虫類、両生類、魚や海の生き物、昆虫

やライブなどを作り上げるなど、新しい試みを

やクモなど、色々な卵を写真で紹介します。親

実践している日本人男性 2 人組によるフォー

が守ったり世話したりする卵や、敵に見つから

ク・ロック・バンドの３枚目のアルバムです。

ないようかくされる卵、暮らしやすい場所に産

伸びやかで中性的な声が、時に力強く時に幽

み落とされる卵など、産み方も色々あります。

玄なサウンドに乗って、一つの世界をつくりだ

卵の多様さを知れば、動物たちの生存戦略が

しています。これは何だろう？と思わせる歌詞

わかってきます。小さな卵に秘められた動物た

が、独特の情景を立ち上げます。
何度も聴き、ライブにも行きたくなるような

ちの知恵に驚く１冊です。
児童（４８１ オ）

素晴らしいアルバムです。
ＣＤ（２９０

ロツ）

「ビジネス用語図鑑」 知ったかぶりを解消す
「俺たちを虜にした

る！
（マイストリート／編
ト

佐々木常夫／監修

浜畠かのう／イラス
ＷＡＶＥ出版）

日本のビジネス社会にあふれる世界のカタカ
ナ用語。漢字なら字面を見ればなんとなく意味
が分かるけれど、カタカナ言葉では一見カッコ
よく見えるものの、字面だけでは意味がわから
ないという欠点があります。
日本のビジネスシーンにあふれるカタカナ用
語を中心に、最近話題のビジネス用語を人総務
系、経営系、ＩＴ＆ＡＩ系、営業系、製造系、
コンサル系の６つに分け、わかりやすいイラス
トと事例で解説します。死語となりつつある「お
じさん世代のビジネス用語」も紹介。
読めば、ニュースで聞くけれど、よくわから
ない用語がわかるようになるでしょう。
一般書（３３５ ヒ）

昭和音楽」

（ベイ・シティ・ローラーズ、ノーランズ他／
演奏

Ｓｏｎｙ Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ）

令和２年となり、昭和も３０年以上前のこと
となりました。昭和から平成を経て、さらに令
和となった今だからこそ、昭和に大ヒットした
洋楽だけを集めたアルバムをご紹介します。
洋楽と一口に言っても、このアルバムにはス
コットランド出身のポップ・ロック・バンドや
アメリカのロック・バンド、イギリスの姉妹グ
ループなど様々な国のアーティストが収録され、
大変バラエティに富んだ内容です。
１９７０～８０年代を知らない方は当時のヒ
ット曲がうかがえ、当時をよく知る方は懐かし
さに浸れるのではないでしょうか。幅広い年代
の方から聞いていただきたいアルバムです。
ＣＤ（２０１

オレ）

２月の催し物のお知らせ
行 事 名

開催日

時

間

内容など

１０：３０～

場

所

おはなしの日

２/５（水）
、
２/２１（金）

ただし２/２１は１５：３０～

土曜日は絵本の時
間。

２/８（土）

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室

絵本を楽しむ会

２/８（土）

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

１３：３０～

邦画「なみのおと」 ２階多目
上映
的ホール

土曜日の映画上映会 ２/２９（土）

紙芝居や絵本の読み １階えほ
聞かせ
んのへや

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/inex.html）
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、柏崎市立図書館までお問い合わせください。

２月の特別休館のお知らせ
２月１２日（水）～２月２６日（水）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、貸出期限が延長されます。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。

図書館からのお知らせ
・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

２月の開館時間

ないようにご注意ください。雪や雨が降っ

平 日 9：30 ～ １９：00
土日祝 9：30 ～ １７：00

ている時には、資料を袋に入れるなどの対
応をお願いします。

２月の休館日

1２日（水）～２６日（水）

・ソフィアセンターでは様々な催しや展示を
行っています。オリンピックイヤーを記念
した、先月のセーリング競技富澤選手（柏

スマートフォン用

携帯電話用

崎市出身）に関する展示では、過去に出場
された北京オリンピ ック日本代表 のジャ
ケットやジャージな どをご来館の 皆さま
から、直接ご覧いただけました。

スマートフォン用・携帯電話用ホームページでも
本やＣＤなどの検索・予約ができます
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