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団体貸出活用例

翔洋文化祭「図書館に変身するパン屋さん」
柏崎翔洋中等教育学校では、創立記念日
の翌日である１１月２日に、
“翔洋祭“とい
う文化祭が開催されました。
５年２組は、
“図書館に変身するパン屋さ
ベ イ ブ ラ リ ー
ん“をコンセプトに掲げ、
「Ｂａｂｒａｒｙ
（Ｂａｋｅｒｙ×Ｌｉｂｒａｒｙ）」を企
画、運営しました。
Ｂａｂｒａｒｙでは、昼時にパンの販売
を行い、その後主に“パン“を題材にした
絵本を展示する図書館へと早変わり。
それらの絵本は全て、ソフィアセンター
さんのご協力を得てお借りしたものです。
色とりどりの風船で飾られたテーブル。
その上に並べられた、可愛い絵本の数々。
ひととき童心に返ることができるメルヘ
ンチックなその空間は、訪れる人々の心を
優しく包みこんだことでしょう。
（翔洋中等教育学校生徒寄稿）

ソフィアセンターは、市内教育施設・福祉団体・ボランティア団体等に図書を貸し出す
「団体貸出」を行っています。貸出冊数の上限が個人１０冊に対して、団体貸出は５０冊
となっており、学校の調べ学習やボランティアの読み聞かせ活動など、大人数での読書活
動にご活用いただいています。
先日、団体貸出の図書活用として、翔洋中等教育学校文化祭で図書コーナー「Ｂａｂｒ
ａｒｙ」が生徒たちにより、企画・運営されました。様々な場面で団体貸出をご活用くだ
さい。

年末年始の休館のお知らせ

年末年始は１２月３０日（木）～１月３日（月）まで休館します
●１２月２９日（水）は午後 5 時で閉館いたします
●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

１２月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ １９：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
１９日（日）
１２/３０（木）～１/３（月）
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「福祉コーナー」を御活用ください
毎年１２月３日から９日は「障害者週間」です。
「障害者週間」は国民の間に広く障害
者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あ
らゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められました。
ソフィアセンターの「福祉コーナー」には点字に変換されるソフトの入ったパソコン
や点字プリンター、点字図書、デイジー図書（視覚障害者向けデジタル録音図書）の再
生機などがあり、無料でご利用いただけます。ご利用の際は総合カウンター職員にお声
がけください。

デイジー図書再生機
「プレクストーク」

特設コーナーを御利用ください
１階特設コーナーでは１２月１０日（金）ま
で「障害者週間」に併せ、昨年に続き福祉課と
連携した特設コーナーを設置しています。
今年は「依存症」をテーマに「どこからが依
存症？依存症を知る！“支える側”の視点から
読み解く福祉」として、柏崎刈羽地域障害者自
立支援協議会協力メンバーからおすすめして
いただいた本を展示しています。さまざまな
「依存症」のことや「“支える側”の視点から
読み解く福祉」に対する関心や理解を深める、
きっかけとなる本をこの機会にぜひご覧ください。
この１年に亡くなった作家や著名人を追悼し、その作品や関連書籍を紹介する「追悼
コーナー」では、「知の巨人」と呼ばれた立花隆やジャーナリスト半藤一利、作家で尼
僧の瀬戸内寂聴、脚本家橋田壽賀子、絵本作家エリック・カールなどの作品を紹介して
います。亡くなった方々の残した名作の数々をこの機会に改めてご覧ください。柏崎の
絵本作家曽田文子さんの絵本も展示しています。
１２月１５日（水）に予定されている「芥川賞・直木賞」候補作品発表後には、候補
作品を集めた「直木賞・芥川賞コーナー」を設置予定です。候補作を読んで、受賞作品
を予想してみてはいかがでしょうか。

おすすめ図書館資料・新着資料
クリスマス・イブ。サンタさんはみんなに
プレゼントを届けるために大忙し。時にはう
っかり落とし物をすることもあります。
おつかいにでた女の子は、道に落ちている
大きな赤い手袋をみつけました。サンタさん
の手袋に違いありません。女の子はサンタさ
んを探しました。すると……。
「サンタさんのおとしもの」
三浦太郎／作 あすなろ書房
絵本（Ｅ９ ミウ）

雪景色とカラフルな街並みが美しく、何度
でもページを開きたくなるような絵本です。

２０１９年１２月、今なお戦乱の続くアフ
ガニスタンで凶弾に倒れた中村哲医師は、医
師でありながら、「武器や戦車では解決しな
い。農業復活こそがアフガン復興の礎だ」と
考え、アフガニスタンの干ばつと闘いました。
「武器ではなく命の水をおくりたい 中村
哲医師の生き方」
宮田律／著 平凡社
児童・ティーンズ（３３３ ミ）

３５年にわたり、パキスタンとアフガンで
人道支援にあたった中村医師の生涯と生き
方、考え方を伝える１冊です。

「図説クリスマス全史」
「精神 0」
「おしりたんてい１３ ププッ
タラ・ムーア／著 大島力／
想田和弘／監督 Ｌａｂｏ- ゆきやまのしろいかいぶつ！？」
日本語版監修 黒木章人／訳
ｒａｔｏｒｙ X
トロル／原作 日本コロム
原書房
ＤＶＤ（２８９ セイ） ビア
一般（３８６ ム）
ＤＶＤ（７７８ オシ）
「観察映画」というドキュ
世界に強い影響力を持つ

メンタリー映画のスタイル

レディーにやさしく、スイ

この祝祭は、ローマ帝国が冬

のこの作品は、監督が撮影し

ートポテトがだいすきな名

至とキリストの誕生日を融

編集した「現実」を観客が能

探偵のおしりたんていが、今

合したことで誕生しました。

動的に「観察」します。そこ

回も事件をププッと解決し

クリスマスの起源と歴史、

に客観的な事実はなく、観客

てくれるでしょうか！？
子どもたちを中心に大人

芸術、日本を含むアジアやア

がそれぞれに感じ、考えます。

フリカなど世界各地で独自

岡山県の小さな精神科診

気のアニメ「おしりたんて

に発展した祝い方など、２千

療所の医師の引退を追い、

い」３編を収録しています。

年の歴史を豊富な図版で解

病、老い、仕事、夫婦とは何

１巻から１２巻も所蔵して

説。クリスマスの意味を考え

か。色々なことを感じ、考え

いるので、併せてお楽しみく

る１冊です。

られる作品です。

ださい。
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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

時

間

内容など

場

所

柏崎市立図書館寄 平日９：３０～１８：００ 開館２５年の間に寄
２階展示
贈された書画・写真･
土日９：３０～１７：００ 器物等の展示
贈資料展
ホール
～１２/１３（月）
１２/７（火）

１２/１２（日）

語りと絵本の読み聞 ２階多目
かせ
的ホール

虹いろおはなし会 １０：３０～１１：４５

平日９：３０～１９：００ 語りと絵本の読み聞 ２階多目
柏崎市・刈羽郡
※１２/１８は～１７：００、１２/２１
かせ
的ホール
～１２/２１（火） 小・中学生美術展 は～１５：００、１２/１９は休館日
絵本を使った大人の ２階会議
土曜日は絵本の時
癒しの時間
１０：３０～１２：００
１２/１８（土）
間。
室
【要申し込み】

１２/１７（金）

１２/２５（土）

絵本を楽しむ会

１２/２５（土）

クリスマスこども １０：３０～１１：４５
１３：３０～１４：４５
映画上映会

絵本の読み聞かせ

１５：００～１５：４０

１階えほ
んのへや

子ども向けアニメ上 ２階多目
映会と読み聞かせ
的ホール

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

１２/１（水） １２/１５（水）
１０：３０～
１２/１７（金）
１５：３０～

ベントなどの情報をお伝えしています。家にこ

ソフィアセンターからのひとこと
２階施設の利用停止の際は、ご不便をお

もりがちなこの時期、気分転換にラジオを聞い
てみてはいかがでしょうか。

１２/１０
１２/８
１２/１５
１２/２２

「クリスマスの準備」
「おくりもの」
「エスペラント」
「サンタクロース」

かけしました。ソフィアセンターは今月中
旬（予定）まで館内空調工事のため、暖房

ソフィアセンターのホームページから本や

が効きません。寒い時期なので、ご来館の
際は暖かい服装でお越しください。

ＣＤ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の

発 行 日 令和３年（２０２１年）１２月１日

延長ができます
携帯電話用

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

