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開館２５周年

あの頃のソフィアセンター
ソフィアセンターは平成８（１９９６）
年７月６日にオープンし、今年で開館２５
周年を迎えます。
平成６（１９９４）年６月に着工し、平
成８年３月に完工。
「開かれた親しみのある
施設」をコンセプトに、図書館機能の電算
化をはじめ、マルチメディア機能やハイビ

正面から大型機器を搬入
しました

ジョン機器、大規模な展示ホールなどを備
えた多機能施設として造られました。施設
全体のベージュとグレー、部分的に使用さ
れているブルーとグリーンの色彩は、大地・
海・緑を表現しています。
建設事業当初は仮称として「ライブラリ
ー・コミュニティ」と呼ばれていましたが、
愛称を募集し「ソフィアセンター」と決ま
本が並ぶ前の
総合カウンター前フロア

りました。
「ソフィア」はギリシャ語で「知
え い ち

恵・叡智」を意味しています。
完工後は、７月５日の竣工式・６日の開
館に向け、新規購入した書架・机・イスな
どの備品や大型機器の搬入、柏崎小学校前
の旧図書館からの１５万冊を超える箱詰め
した資料や中村文庫の貴重な書籍や器物の
移動、新館用に購入した新刊３万冊を含む
旧館から運んだ本を分類順に
書架に並べました

資料の配架など、様々な準備作業を開始し
ました。

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

4月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ １９：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
1８日（日）
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「真貝新一写真展」を開催中です
報道写真家真貝新一さん（１８９６～１９７１）の写真展を開催中です。市内宮川出身の
真貝さんは、独学で写真技術を身につけ、多くの報道写真を撮影されました。ソフィアセン
ターは、ご遺族から寄贈されたネガフィルムやガラス製乾板など１０，０００枚を超える写
真の原版を保管しています。
没後５０年となる今年、真貝さんが撮影した昭和中期の柏崎の人物・風景写真の中から約
１００点を選び、展示しています。今は消えてしまった風景や古い街並みなど、懐かしい景
色をお楽しみください。
▼開 催 日

３月３１日（水）～４月１７日（土）

▼時

間

平日９：３０～１９：００

▼時

間

土日９：３０～１７：００

▼会

場

２階

展示ホール

「がん情報コーナー」をご活用ください
「健康・医療情報コーナー」には、がんに関連する
本やパンフレットを置いた「がん情報コーナー」があ
ります。国立がん研究センターから寄贈された、胃が
ん・大腸がんなどの主ながんの治療の流れ、予防方法、
患者と家族を支援するための案内など、各種パンフレ
ットを自由にお持ち帰りいただけます。
厚生労働省の統計で、日本人の２人に１人が生涯で
り か ん

罹患し、３人に１人が亡くなるという、身近な病気「が
ん」について、気になる方はご利用ください。

「読み聞かせボランティアコーナー」の絵本で読み聞かせをどうぞ
えほんのへやの「読み聞かせボランティアコーナー」
を移動・拡充しました。
地域で読み聞かせボランティアをしている方向け
に、長年読み継がれてきた読み聞かせに向いている絵
本を集めたコーナーです。コロナ禍でボランティア活
動が縮小傾向にあり、子どもたちへの絵本の読み聞か
せの機会が少なくなっている今、ご家庭での読み聞か
せにご活用ください。
絵本だけでなく、絵本と読み聞かせについて書かれ
た資料も併せて置いてあるので、絵本についてもっと
知りたい方にもご活用いただけます。

※読みたい絵本が見つからない・
どんな絵本が良いのかわからない
場合は、カウンター職員にご相談
ください

おすすめ図書館資料・新着資料
入学式が終わったら、いよいよ授業がはじま
りますね。もしかすると、文房具たちもドキド
キしているかもしれませんよ。
したじきくんは学校に行きたくありません。
なぜなら、ひとりになってしまうからです。体
が大きくて筆箱にもクレヨンの箱にも入りま
せん。でも大丈夫、誰かと一緒にいられる場所
「したじきくんとなかまたち」
二宮由紀子／作 山村浩二／絵 アリス館
絵本（Ｅ９ ヤマ）

があります。それはどこでしょう？
新 1 年生におすすめの絵本です。

インドで生まれイギリスからヨーロッパ・
アジアに広がり、その国ごとにさまざまな材
料を使った幅広い味付けで、今では世界中で
食される料理となったカレー。編集部が独自
に調査した、世界のカレーとカレーのサイド
料理１００種が掲載されています。カレーの
「世界のカレー図鑑」
ハウス食品株式会社／監修 マイナビ出版
一般・ティーンズ（５９６ セ）

歴史やレシピ、スパイスなどの知識もつく 1
冊。カレーの奥深さに驚きますよ！

「恋する日本史」
「国鉄現役蒸気機関車のすべ
『日本歴史』編集委員会／編 て」
吉川弘文館
キングレコード
一般（２１０．０ コ）
CＤ（８１０ コク）

「南極料理人」
沖田修一／脚本・監督 ポ
ニーキャニオン
ＤＶＤ（７７８．１ ナン）

純愛、密通、恋愛スキャン

各種形式の蒸気機関車の

南極観測隊の料理人・西村

ダル、心中や駆け落ち……。

音響を収めたＣＤです。愛称

は、過酷な環境の中、限られ

昔の人はどんな恋愛をし

デゴイチで知られるＤ５１

た食材で隊員たちの食事作

ていたのでしょう。歴史学・

など、今なお輸送の第一線で

りに奮闘します。伊勢海老の

国文学などの研究者が、日本

働く蒸気機関車の迫力ある

エビフライやお祝いのロー

史の中から恋愛にまつわる

様が感じることができます。

ストビーフ、手打ちラーメン

資料に、各形式の写真とと

など、あっと驚く料理の数々

古代から近現代、天皇・貴

もに側面図や仕様表も掲載

に隊員たちはお腹だけでな

族から庶民まで。超時代的な

されており、見て聴いて楽し

く心も満たされていきます。

人間感情である「恋愛」の歴

めます。このＣＤで、実際の

食べることの楽しさや家

史を知れば、日本史を見る目

蒸気機関車に思いをめぐら

族・仲間との絆を感じること

も変わるはずです。

せてみてはいかがでしょう。

のできる作品です。

エピソードを紹介します。
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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。
また、入場を制限することがあります。

開催日

行 事 名

～４/１７（土） 真貝新一写真展

時

間

内容など

場

所

平日９：３０～１９：００ 当館所蔵の真貝新一 ２階展示
土日９：３０～１７：００ 氏撮影の写真を展示 ホール

４/１７（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
【要申込】

４/２４（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。

毎年４月２３日～５月１２日の「子どもの読
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。

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

４/７（水） ４/２１（水）
１０：３０～
４/１６（金）
１５：３０～
ソフィアセンターからのひとこと
当館では、柏崎市・刈羽郡在住の方だけ

ベントなどの情報をお伝えしています。

４/７

「世界の見方が変わる
本」
４/１４ 「手紙」
４/２１ 「アースデー
（地球の日）」
４/２８ 「世界旅行をしたつも
りになれる本」

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

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

日 令和３年（2021 年）４月１日
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※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

