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令和２（2020）年４月１日～令和７（2025）年３月 31 日

第二次柏崎市子ども読書活動推進計画がスタートします

９ つの施策で読書推進
（1）「絵本で子育て」の推進
（2）「家庭読書(家読：うちどく)」の普及・定着
（3）児童図書の整備と利用促進
（4）読書ボランティアの養成、研修、紹介・仲介及び活用
（5）読書関係職員研修の充実
（6）学校図書管理システム導入の研究・検討
（7）学校図書館担当職員（学校司書等）の配置検討と
学校読書支援員による巡回支援
（8）学校図書館の施設及び資料整備の充実
（9）子ども読書活動の広報・啓発

うち どく

家読

子どもたちが読書に親しむことは、健やかな成長や生きる力につなが
ります。本を読むことで、子どもは言葉や文字を学び、感性を磨き、表
現力を高め、創造力を豊かなものにします。柏崎市では第一次計画で掲
げた基本方針を引き継ぎ、第二次柏崎市子ども読書活動推進計画「かし
わざき子ども読書プラン」を策定しました。今後５年間、さらなる子ど
も読書活動を推進するために９つの施策に取り組んでいきます。

４月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ １９：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
１９日（日）
ゴールデンウイーク期間は休館しません

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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小学生向け読書手帳をご利用ください
ソフィアセンターでは、小学生が目標をもって読
書することができるように、読書手帳「かしわざき
し

よむっ子ノート」を作成・配布しています。読

んだ本の「おもしろさ・わかりやすさ」を星印で評
価して、自分だけの読書記録をつけることができま
す。裏表紙には、読書手帳を全部埋めた時に作れる
表彰状もついています。
たくさん本を読んでたくさん記録した小学
生には、ごほうびがあります。表彰状と記念
品の缶バッジは、ソフィアセンターの総合カ
ウンターでお渡ししますので、記録した読書
手帳を持って、総合カウンターにお越しくだ
さい。

「ブックスタートボランティア」を募集しています！
ブックスタートは、４か月児健診日に
保護者へ６冊の絵本を紹介し、お好きな
絵本 2 冊をプレゼントする事業です。保
護者等 による 絵本の 読み 聞かせ を通 し
て赤ち ゃんの 健やか な成 長を促 すと と
もに、家族のふれあいやきずなを深める
ことを目的としています。
ブック スタ ート 事業は 今年 度で ３年
目を迎えます。これまでに約８００人の
赤ちゃんに絵本をプレゼントしました。
ブックスタート会場では毎回４人のボランティアが絵本の紹介や楽しみ方を保護者に
伝えています。
このブックスタートボランティアを募集しています。赤ちゃん・保護者と絵本をつな
ぐ活動に興味がある方はぜひご協力ください。要件などは次の通りです。
・ブックスタートボランティアへの熱意がある方（資格は不要）
・活動日は４か月児健診日（月２回、午後１時から２時間程度）のうち都合のいい日
・会場は健康管理センター（柏崎市栄町１８番３号）

おすすめ図書館資料・新着資料
皆さんが赤ちゃんをあやす時に言う言葉、「い
ない

いない

ばあ」の絵本です。

ねこが「ばあ」、くまが「ばあ」、それから……
誰が出てくるのでしょう？気になりますね。小さ
な赤ちゃんでも、しっかり絵を見つめて聞き入り
ますよ。
長く愛され読み継がれている絵本です。ぜひご
「いない いない ばあ」
松谷 みよ子／ぶん 瀬川 康男/え
童心社
絵本（Ｅ９ セカ）

家族の声で赤ちゃんに読み聞かせてみてはいか
がでしょうか。※柏崎市ブックスタート事業対象絵本

文章を書くってどんなことでしょう？
「もっとうまく文章を書くには？」
「どうした
ら魅力的な文章が書けるの？」など文章につい
て、読者から寄せられた質問に、詩人であり小
説家でもある著者が読み物形式で答えます。
著者の文章に対する考えも伝わってくるので
「放課後の文章教室」
小手鞠るい／著 偕成社
児童書・ティーンズコーナー（８１６ コ）

「漢字の植物苑」花の名前をた
ずねてみれば
円満寺二郎／著 岩波書店
一般（８１１．２ エ）
辛夷（コブシ）は辛い味が

読めば、書き手しても読み手としても文章に対
する考え方が変わるはずです。

「ベスト・オブ・パーラメント」 「スウィングガールズ」
パーラメント／演奏 ユニ
矢口史靖／監督・脚本 フジ
バーサルミュージック
テレビジョン、東宝
ＣＤ（２２０ ハラ）
ＤＶＤ（７７８．１ スウ）
ジェームス・ブラウンに続

東北の田舎町でサボリの口

人が食べても中毒に

くファンク継承者として活躍

実としてビッグバンドを始め

なるのに「馬酔木（アセビ）」

したバンド「パーラメント」

た女子高生たちは、次第にジ

と「馬」を入れるのはなぜ？

のベストアルバムです。

ャズの魅力に引き込まれてい

する？

「躑躅（つつじ）」の難しい漢
字はどういう意味なのか？

うねるようなリズムとキー
ボード・ピアノの音色、独自

きます。様々な問題を解決し、
バンドを成功できるのか！？

植物の語源や漢字の成り立

の曲調が特徴で、のちの音楽

上野樹里や貫地谷しほりな

ち、中国語と日本語のズレな

に多大な影響を与えました。

ど出演者が猛特訓をし、劇中

ど、ややこしく不思議が多い

ファンク・ミュージックの歴

の楽曲をすべて本人が演奏し

植物漢字の世界を楽しく解説

史において、外すことのでき

たことも感動を呼びました。

します。

ないバンドの音楽をぜひお聞

観ていて楽しく、ジャズの魅

きください。

力が伝わってくる作品です。
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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

土曜日は絵本の時

１０：３０～１２：００

絵本を使った大人の
癒しの時間

２階会議
室

４/２５（土） 会

土曜日の映画上映

１３：３０～

アニメ「おしりたん
てい」上映

２階多目
的ホール

４/２５（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

４/１８（土） 間

間

内容など

場

所

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

４/１（水） ４ /１５（水）
１０：３０～

４/１７（金）
１５：３０～
図書館からのひとこと

トなどの情報をお伝えしています。

４/１
「エイプリルフール」
「桜・花まつり」
４/８
４/１５ 「第二次柏崎市子ども読書
活動推進計画」
４/２２ 「良い夫婦と家族とは？」
４/２９ 「昭和の日」

・毎年４月２３日～５月１２日の「こども
の読書週間」は、大人が子どもに本を渡
す週間でもあります。様々な絵本・児童
書がそろっているソフィアセンターをぜ
ひご利用ください。
・当館では、柏崎市・刈羽郡在住の方だけ
でなく、柏崎市内に通勤・通学されてい
る方に も利用 カード をお 作りし ていま
す。利用カードを作る際には、柏崎市に
通勤・通学していることが確認できるも
のをお持ちください。
発

行

日

ソフィアセンタ ーのホー ムページか ら本や
ＣＤ・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）４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

