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看護学生応援ブースをご利用ください
市内病院の現役看護師からの
応援メッセージも掲示中！

※貸し出し・持ち出しはできません
学習・読書室でのみご利用ください

２階学習・読書室に「看護学生応援ブース」が設置されました。近年は全国的に看護学生が
減少しており、医療に携わる人材育成が課題となっています。市内看護学生たちの「看護師の
参考図書を置いてある場所が少なく、種類がない」
「学校は土日が空いておらず、環境が整った
勉強場所を探すのに苦労する」といった悩みを解消し、大量の教科書を持ち運ばずに整った環
境で勉強に専念していただけるよう、柏崎市の国保医療課地域医療係が設置したものです。
ブースは「
（独）国立病院機構 新潟病院附属看護学校」寄贈の４２冊の教科書と、国保医療
課購入の３５冊の看護学参考書から成っています。ブースはどなたでもご利用いただけます。
看護に興味のある方、進路を検討中の学生はぜひご覧ください。
１階ティーンズコーナーでは、進路を検討中の学生向けに現代社会の様々な職業を紹介する
「なるにはＢＯＯＫＳ」や、学部を選択するための「なるにはＢＯＯＫＳ 大学学部調べ」な
どを揃えています。１階特設コーナーには８月３１日（火）まで「進路」コーナーも設置して
います。また、ソフィアセンターは「看護学生応援ブース」設置に伴い、看護学生だけでなく
現役看護師の方からも活用いただけるよう、救急看護・手術・医薬品・看護ケア・緩和ケアと
いった看護学の本を新たに揃えました。こちらも併せてご利用ください。

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）
御理解と御協力をお願いします

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・１６ ９：３０～１９：００

休館日
１５日（日）
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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１９日（木）～２１日（土）
▼時間：１０：００～１７：００
※２１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２１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３（２０２１）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。

人形劇「オズの魔法使い」を上演します
昨年度延期となっていた「絵本・こどもフェスタ実行委員会」主催の人形劇「オズの魔法
使い」を９月に上演します。竜巻に巻き込まれ、愛犬と一緒に不思議の国に飛ばされてしま
った少女ドロシーと、個性豊かな仲間たちの冒険を人形たちが演じています。長年愛されて
きた児童文学が原作の舞台をぜひご家族でお楽しみください。
▼開催日時

９月５日（日）１３：３０～１５：００
（１３：００開場）

▼会

場

柏崎市立図書館

２階展示ホール

▼参 加 費

一人５００円（当日払い）

▼定

４０組１５０人程度（先着順）

員

▼申込方法

８月３１日（火）までに柏崎市立図書館に、直接または
電話（２２－２９２８）でお申し込みください。

▼そ の 他

３歳以上が対象の劇です。（託児はありません）

おすすめ図書館資料・新着資料
皆さん、暑い夏にやってみたい夢はありま
すか？

もしかすると、その中の一つかもし

れません。
“冷えた大きなすいかに飛び込みた
い！”そんな夢を叶えてくれる絵本です。
畑の大きなすいかが熟したら、プールに変
身。大人も子どももやってきます。種をよけ
「すいかのプール」
アンニョン・タル／作 斎藤真理子/訳
岩波書店）
絵本（Ｅ９ アン）

て入ると冷たくて気持ちがいい！

雲のパラ

ソルもありますよ。涼しい気持ちになりたい
時に読んでみてはいかがですか？

就職なんて、ずっと先のこと。大人になれ
ば就職できる。そんな風に考えていません
か？

ぼんやりした「夢」を抱きつつ大学生

になった３人の主人公たちは、なにもわから
ないまま就職活動をスタートさせ、甘くない
「僕たちはまだ、仕事のことを何も知らな
い。」私たちの未来
各務展生／原案 糸貫律／マンガ 木平
木綿／構成 学研プラス
一般・ティーンズ（３７７．９ カ）

現実を突きつけられます。仕事・会社選び・
働くことの意義とは？

「就職活動」を通し

てその意味を伝える、感動の物語です。

「きっと誰かに教えたくなる
「ア ッ ティ カ・ ブルース 」
「黒澤泰＆飯田基晴の地域猫
蚊学入門」知って遊んで闘って
アーチー・シェップ／サック 活動のすすめ」
一盛和世／編著 緑書房
ス演奏 ユニバーサルミュー
飯田基晴／監督 映像グル
一般（４８６．９ イ） ジック
ープローポジション
CＤ（２３０ シエ）
ＤＶＤ（Ｙ６４５ クロ）
夏に悩まされることが多
い蚊は、日本では万葉集に蚊

アメリカのサックス奏者

「地域猫活動」は、ノラ猫

の対策が歌われるほど、昔か

アーチー・シェップが、１９

によるトラブル改善のため、

ら人々を悩ませてきました。

７２年に録音したアルバム

地域住民主体で行う環境衛

蚊の生態や、防虫方法と害

です。アッティカとは、ニュ

生活動です。ＤＶＤは、この

虫防除の歴史、蚊が媒介する

ーヨーク州にある刑務所を

活動を始めた黒澤泰氏の講

感染症、蚊の飼育方法などを

指し、アルバム録音の前年に

演、地域猫活動のドキュメン

わかりやすく解説。蚊にまつ

ここで起きた暴動が題材と

タリー映画、よくある失敗ベ

わるアートも紹介します。ど

なっています。コーネル・デ

スト１０の 3 部構成。エサ管

ういう人が刺されやすいか

ュプリー、マリオン・ブラン

理、フン清掃、不妊去勢手術

も書いてあるので、蚊に悩ん

等を迎えた演奏のうねるよ

の必要性や方法などを具体

でいる人は必見の１冊です。

うなリズムに圧倒されます。

的に知ることができます。
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行事予定

※ソフィアだよりに掲載された催しは、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

時

間

内容など

場

所

８/６（金）

真夏の夜の映画上
映会

１７：３０～

邦画「さよならくち ２階多目
びる」上映
的ホール
【要申し込み】

８/１１（水）

懐かしの映画上映
会夏休みスペシャ
ル

１７：００～

アニメ「あした元気にな
２階多目
～れ！ 半分のさつま
いも」上映【要申し込み】 的ホール

８/１９（木）

標本作成参考作品
～８/２１（土） 展

１０：００～１７：００
ただし８/２１は～１５：３０

生物標本の展示及び ２階展示
標本の作り方の展示 ホール

８/２１（土）

名前調べ会

１０：００～１５：３０

生物標本の名前調べ ２階展示
相談会
ホール

８/２１（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
【要申し込み】

８/２８（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

催し物の御案内、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･会議室の御利用については、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絵本の

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ

読み聞かせです。

カラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイ

８/４（水）１８（水）
１０：３０～
８/２０（金）
１５：３０～
ソフィアセンターからのひとこと
お盆期間の８月１３日（金）
・１６日（月）
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
とご協力をお願します。

ベントなどの情報をお伝えしています。

８/４ 「猫」
「猫」
８/１１ 「お盆」
「お盆」
８/１８ 「高校野球記念日」
「高校野球記念日」
８/２５ 「即席ラーメン記念日」
「即席ラーメン記念
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

発

行

日 令和３年（2021 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

