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人形劇「オズの魔法使い」を上演しました

家族ごとのマットで他の来場者
との距離を確保しました
上演後はじゃんけん大会
で記念品をプレゼント

３月１３日（日）に、絵本・こどもフェスタ実行委員会主催で人形劇「オズの魔法使い」を
上演し、親子連れをはじめとした約１００人から御来場いただきました。
この人形劇は、長年愛されてきた児童文学を原作とする歌あり笑いありの内容で、来場され
た皆様は、主人公ドロシーと個性豊かな仲間たちの冒険を大人も子どもも一緒になって楽し
まれているようでした。アンケートでは「親子で一緒に見る機会がもてて、とても楽しかった
です」
「とっても見ごたえがあっておもしろかったです。次は他のシリーズの人形劇も見る機
会があれば、嬉しいです！」といった感想をいただきました。
「絵本・こどもフェスタ実行委員会」は、こどもの成長及び親子のふれあいを深めるための
絵本に関わる諸活動やこどもの読書習慣づくり等を目的に、柏崎市立図書館と市内の絵本関
連団体により構成されており、例年６月に子ども向けの劇を上演してきました。新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で、令和元年に上演したミュージカル「すてきな三にんぐみ」以降は延
期が続いていたため、約 3 年ぶりの上演でした。
令和４（２０２２）年度の絵本・こどもフェスタ事業として、６月に名作絵本「おしいれの
ぼうけん」を原作とする人形劇の上演を計画中です。

来館の際は人との距離をとり、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）
長時間の滞在はお控えください
御理解と御協力をお願いします

４月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ １９：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
１７日（日）
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「雑誌リサイクル市」を開催します
保存期限を過ぎた雑誌を希望する方に無料で配布する「雑誌リサイクル市」を開催いたし
ます。新型コロナウイルス感染防止対策のため、事前申し込み制として、各回の人数を限定
しています。次回は 7 月に開催の予定です。
▼開 催 日

５月１４日（土）

▼時

間

第１部１０：００～１０：２０

▼会

場

2階

▼対象雑誌

第２部１０：４０～１１：００

展示ホール

保存期限を過ぎた雑誌約５０種類約６００冊（２０１９年 1 月～１２月頃に
発行された雑誌のうち経済・生活誌・文化・芸術誌など）

▼定

員

▼参加方法

各回５０人（申込順。1 人１回限り５冊まで）
前日までに総合カウンターまたは電話・ＦＡＸでソフィアセンターへお申し
込みください（4 月５日（火）から申込受付開始）
※雑誌を持ち帰る袋等は各自御用意ください

特設コーナーを御利用ください
1 階特設コーナーでは、４月２４日（日）まで「東ヨー
ロッパ地域の文学を読もう」をテーマに文豪の名作や現代
文学、児童向けの民話など、ロシアを含む東ヨーロッパの
文学を集めて展示しています。東ヨーロッパ諸国の歴史背
景や国民性を文学から知ってみてはいかがでしょうか。
４月１３日（水）までは、新潟工科大学の令和３（２０
２１）年度卒業生による模型などの展示を行っています。
２階展示ホール１の展示と併せてご覧ください。
オーツーフォーユー

「♯０２４Ｕ－酸素をあなたに」
３月１１日～３１日まで、３Ｄプリント人工呼吸器を紹
介する「♯０２４Ｕ－酸素をあなたに」を１階特設コーナ
ーに展示しました。市内の国立病院機構新潟病院の石北直
之医師が開発したこの３Ｄプリント人工呼吸器は、電気が
使えない状況でも使え、無重力の宇宙空間での動作試験に
成功した、宇宙でも製造できるものです。新型コロナウ
イルス感染拡大の影響による人工呼吸器不足問題がきっか
けとなり、実用化に向けて非常に注目されています。
コーナーには「ＫＹＯＴＯ

ＳＴＥＡＭ２０２２国際ア

ートコンペティション」グランプリ受賞の３Ｄプリンター
を使用したアート作品の一部と、３Ｄプリンターや宇宙に
関する書籍も展示しました。

石北直之医師
子

おすすめ図書館資料・新着資料
「ふう」と「はな」は、うさぎの子どもで
す。ある日、のはらで黄色い花をみつけまし
た。花の名前はなんでしょうか。それは「た
んぽぽ」です。虫たちが教えてくれました。
たんぽぽの花は、
「ふう」と「はな」の名前に
も関係があるのです。どんな意味があるので
しょうか？
「ふうとはなとたんぽぽ」
いわむらかずお／さく 童心社
絵本（Ｅ９ イワ）

皆さんの名前には、どんな意味があります
か。名前について考えてみたくなる絵本です。

有名な名探偵シャーロック・ホームズと相
棒ワトスン博士が挑んだ冒険の数々。
上巻は、ホームズがその知性を認めた唯一
の女性が登場する「ボヘミアの醜聞」
、届いた
オレンジの種に怯える男が不審な死をとげる
「シャーロック・ホームズの冒険 上・下」
アーサー・コナンドイル／著 大久保康
雄／訳 早川書房
一般・ティーンズ（９３３．６ トイ）

「五つのオレンジの種」、下巻は「まだらの
紐」、古びた帽子から大事件へ発展する「青い
ガーネット」など、各巻 6 編を収録。

「もっと知りたいアイヌの美術」 「ＳＩＮＧＡＬＯＮＧ」
「皇帝ペンギン」おかえり
山崎幸治／著 東京美術
緑黄色社会／演奏 Ｓｏｎｙ
リュック・ジャケ／監督 ハ
一般（７５０．２ モ） Ｍｕｓｉｃ Ｌａｂｅｌｓ
ピネット
ＣＤ（２９０ リヨ）
ＤＶＤ（４４８ コウ）
日々の暮らしの中で作ら
れ使用されてきた、アイヌの

緑黄色社会は２０１２年

厳しい自然の中で生きる

衣服、狩猟道具、祈りの道具

結成の男女混合４ピースポ

皇帝ペンギンの姿を追い、２

……。アイヌ民族によって制

ップロックバンドです。この

００５年のアカデミー賞・長

作・使用された多くの工芸品

アルバムには人気曲「Ｍｅｌ

編ドキュメンタリー賞を受

からは、千島・樺太・北海道

ａ！」や「Ｓｈｏｕｔ Ｂａ

賞した映画の続編です。

の３つに大きく分けられる

ｂｙ」など全１３曲を収録。

南極の自然の中、命懸けで

アイヌ文化の多様性が伝わ

ボーカル長屋晴子の力強

ひなを守る親ペンギンと、子

く伸びやかな歌声とバンド

ペンギンが独り立ちし海へ

再評価が進む木彫りの熊

の躍動感溢れる演奏、４人そ

と旅立つまでを紹介。親子の

も紹介。現代も生まれ続けて

れぞれの個性が重なり合っ

生き様に感動する、可愛いだ

いるアイヌの「造形」に触れ

た曲の数々をどうぞお楽し

けではない、真の姿に迫るド

てみませんか？

みください。

キュメンタリー映画です。

ります。
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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
～４/１３（水）
４/１６（土）

行 事 名
新潟工科大学卒業
設計展示会
土曜日は絵本の時
間。

４/２２（金）

高田コミセン美術
～４/２４（日） サークル展

時

間

内容など

平日９：３０～１９：００
土日９：３０～１７：００
※３/３１は１３：００～、４/１３は～１３：００

１０：３０～１２：００

場

所

新潟工科大学前年度 ２階展示
卒業生の作品の図面
ホール他
と模型の展示
絵本を使った大人の ２階会議
癒しの時間
室
【要申し込み】

高田コミセン美術サ ２階展示
９：３０～１７：００
ークルによる絵画の
※４/２４は～１５：００ 展示
ホール
１階えほ
んのへや

４/２３（土）

絵本を楽しむ会

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

４/３０（土）

土曜日の映画上映
会

１３：３０～

洋画「マイ ビューテ ２階多目
ィフル ガーデン」上
的ホール
映【要申し込み】

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

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ

の読み聞かせです。

カラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイ

４/６（水）、４/２０（水）
１０：３０～
４/１５（金）
１５：３０～

ベントなどの情報をお伝えしています。

ソフィアセンターからのひとこと
当館では、柏崎市・刈羽村在住の方だけで
なく、柏崎市に通勤・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
ことを確認できるものをお持ちください。
発

行

日 令和４年（2022 年）４月１日

４/６
４/１３
４/２０
４/２７

「春」
「名前」
「子ども読書の日」
「シェイクスピア」

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

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

