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ソフィアセンターのティーンズ向けサービス

幅広いジャンルの資料が集まる「ティーンズブックスコーナー」

毎月更新の中高生に
おすすめの新着リスト

ソフィアセンターは、中高生の読書環境を整え、学習を支援するサービスを展開してい
ます。１階開架の「ティーンズブックスコーナー」には、話題の小説はもちろん、人気イ
ラストレーターによる装丁で手に取りやすい文豪の作品や人気のコミックス、映像化作品
の原作本など１０代の方が楽しめる資料を揃えています。この他にも、世間で話題となっ
ている事柄や理系分野の知識などをやさしい言葉でわかりやすく解説している資料や、勉
強法・進路や職業に関する資料などが揃う、学校生活に役立てられるコーナーとなってい
ます。
また、ソフィアセンターのホームページでは、毎月更新の中高生におすすめの新着リス
やー

トや、調べ学習に便利なリンク集などが見られるティーンズ向けページ「そふぃYA！」
、
連携する柏崎高等学校学校図書館で毎年更新されている推薦図書リストの掲載なども行っ
ており、館外からもティーンズに役立つ情報にアクセスすることができます。
さらに今年度からは、柏崎高等学校へのレファレンスによる課題研究支援に加え、県立
図書館と市内の県立高等学校等の相互貸借の窓口となる「相互貸借搬送サービス」も開始
しました。今後さらに、ティーンズ向けのサービスを提案していく予定です。
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
ご理解とご協力をお願いします

７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
※７/２６ ９：３０～１８：００

休館日
1７日（日）

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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今月も「雑誌リサイクル市」を開催します
５月に引き続き「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、各回の人数を制限
しています。
▼開 催 日 ７月１６日（土）
▼時
間 第１部１０：００～１０：２０
第２部１０：４０～１１：００
▼会
場 ２階展示ホール
▼対象雑誌 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
れた雑誌のうち趣味・総合誌、スポーツ・音楽誌など）
▼定
員 各回５０人（１人１回限り５冊まで）
▼参加方法 前日までに直接または電話・ＦＡＸでソフィアセンターにお申込みください
※雑誌を持ち帰る袋等は各自ご持参ください

子ども一日図書館員を募集します
ソフィアセンターでは、夏休みの期間中に子どもたちから図書館の仕事を体験してもらう「子ど
も一日図書館員」を募集しています。実際にやってみないとわからない図書館の業務を体験し、普
段見ることができないソフィアセンターの裏側を覗いてみませんか。
▼開催日時

①７月２８日（木）９：３０～１２：００
②７月２８日（木）１３：３０～１６：００
③８月４日（木）９：３０～１２：００
④８月４日（木）１３：３０～１６：００
▼対
象 小学校３～６年生
▼定
員 各回４人（先着順）
▼内
容 館内見学、新刊の受け入れ、ＰＯＰ作り、カウンターでの本の貸出・返却
▼申込方法 直接または電話・ＦＡＸで７月２２日（金）までにソフィアセンターにお申込みく
ださい
▼持 ち 物 筆記用具、飲み物
▼服
装 動きやすい服装・くつ（図書館でエプロンを用意します）

蔵書統計をお知らせします
令和４（２０２２）年 3 月 31 日現在の蔵書統計をお知らせします。
【全蔵書の総数】323,948 点
令和3年度
令和2年度
点
一般図書
195,553
60.4% 192,795
60.0%
郷土資料
51,124
15.8% 50,790
15.8%
児童図書・絵本・紙芝居
44,729
13.8% 43,836
13.6%
貸出文庫
14,135
4.4% 16,965
5.3%
雑誌
6,256
1.9%
4,989
1.5%
視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）
12,151
3.8% 12,072
3.8%
合計
323,948
321,447

【年間受入点数】8,504 点

【全蔵書の分類比率】305,541 冊（雑誌と視聴覚資料除く）

【新聞】
郷土紙は永年保存です。
令和元（２０１９）年１２月以
前の全国紙は廃棄処分しまし
た。
新聞の所蔵状況は、ソフィアセ
ンターホームページの「新聞・
雑誌」で確認できます。

総記 哲学・宗教 歴史・地理 社会科学 自然科学
15,055
10,868
34,314
46,654
19,730
4.9%
3.6%
11.2%
15.3%
6.5%
芸術・娯楽
26,504
8.7%

言語
5,887
1.9%

文学
52,922
17.3%

日本の 現代小説

35,147
11.5%

技術
21,540
7.0%

産業
10,945
3.6%

絵本
紙芝居
合計
24,125
1,850 305,541
7.9%
0.6%

一般図書
郷土資料
児童図書・絵本・紙芝居
貸出文庫
雑誌
視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）
合計

4,431
305
1,760
586
1,259
163
8,504

おすすめ図書館資料・新着資料
「ぼく」の住むまちは「すいか」がめいさ
んです。すいかばたけがあって、まちじゅう
すいかでいっぱいです。
今日はお母さんたちとすいかをまるごと一
玉買いにきました。おいしいすいかを選べる
かな？

「ぼく」の頭の中はすいかでいっぱ

いで、いろんな食べ方を考えます。
「すいかのめいさんち」
平田昌広／作 平田景／絵 鈴木出版
絵本（Ｅ９ ヒラ）

あなたはどんな食べ方が良いと思います
か？

みんなですいかを食べたくなる、夏に

ピッタリの絵本です。
８４日間の不漁に見舞われたキューバ・ハ
バナに暮らす老漁師サンチャゴは、ひとり小
舟で海へ出た。巨大カジキと３日間にわたる
死闘を繰り広げた末、ようやく獲物を捕獲し
た老人だったが、その血のにおいを嗅ぎつけ
たサメが次々と襲い掛かって来る。サンチャ

「老人と海」（新潮文庫刊）
ヘミングウェイ／著 高見浩／訳 新潮社
一般・ティーンズ（９３３．７ ヘミ）
「ＪＡ全農広報部さんにきい
た世界一おいしい野菜の食べ
方」
ＪＡ全農広報部／著 ＫＡ
ＤＯＫＡＷＡ
一般（５９６．３ シ）

ゴはカジキを決して離すまいとするが…。
ピューリッツアー賞、ノーベル文学賞受賞
作品の新訳。

「癒しのチェロ～ジブリ・ベス
ト」
林はるか・林そよか／演奏
日本コロムビア
ＣＤ（２６０ イヤ）

「ベトナムの風に吹かれて」
大森一樹／監督 ローラン
ズ・フィルム
ＤＶＤ（７７８．１ ヘト）
小松みゆき原作の「越後の
バー

健康のために野菜をしっ

スタジオジブリが手掛け

Bａちゃんベトナムへ行く」

かり食べたいという方に向

た名作アニメには、「君をの

を基に映画化された、日本と

けて、野菜本来の味や素材を

せて」や「海の見える街」
、
「風

ベトナム合作の人間ドラマ。

活かした調理法を紹介して

のとおり道」など数多くの名

ハノイ在住の日本語教師が、

います。

曲があります。作品を盛り上

故郷の新潟から出たことが

野菜の旬の時期や選び方、

げたその名曲の数々をチェ

ない高齢の母を引き取り、二

保存方法のコツなど、野菜を

リスト・林はるかとピアニス

人でベトナム暮らしを始め

おいしくムダなく食べるた

ト・林そよかによる演奏でお

ます。慣れない生活の中で戸

めの知恵やアイデアが満載

楽しみいただけるアルバム

惑いながらも、支えてくれる

です。毎日気軽に野菜を摂っ

です。美しいチェロの響きに

ベトナムの人々との心温ま

てみてはいかがでしょう。

癒されます。

る交流が描かれています。
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
７/１（金）
～７/４（月）
７/８（金）

行 事 名
和紙ちぎり絵サー
クル展

時

間

内容など

１０：００～１７：００
※７/４は～１５：００

キ ャ ン バ ス 会 絵 画 １０：００～１７：００
※７/１０は～１６：００
～７/１０（日） 展示会

場

所

和紙ちぎり絵作品
展

２階展示
ホール

絵画作品展

２階展示
ホール

保存期限の過ぎた
雑誌を無料配布
【要申し込み】
絵本を使った大人
の癒しの時間
【要申し込み】

７/１６（土）

雑 誌 リ サ イ ク ル 市 第１部１０：００～１０：２０
第２部１０：４０～１１：００
（第２回）

７/１６（土）

土曜日は絵本の時
間。

１０：３０～１２：００

７/１９（火）

懐かしの映画上映
会

１７：００～１９：１０

洋画｢チャップリンコ ２階多目
レクション独裁者｣
上映【要申し込み】 的ホール

７/２３（土）

絵本を楽しむ会

１５：００～１５：４０

絵本の読み聞かせ

２階展示
ホール
２階会議
室

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
読み聞かせです。

毎週水曜日の午後０時３０分頃から「ＦＭピッ
カラ」で、ソフィアセンターのオススメ本やイ
ベントなどの情報をお伝えしています。

７/６（水）、２０（水）
１０：３０～
７/１５（金）
１５：３０～
ソフィアセンターからのひとこと
ぎおん柏崎まつり「海の大花火大会」が

７/６
７/１３
７/２０
７/２７

「サラダ記念日」
「冷たい食べ物」
「チェスの日」
「釣り」

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

行われる７月２６日（火）（延期の場合は
実施日）は、ソフィアセンターの閉館時間
が午後６時となります。
また、図書館駐車場は「花火大会臨時駐
車場」になります。図書館利用のために駐
車される方には３０台分の駐車スペース
を確保していますので、お越しの際は駐車
場係員の指示に従ってください。
閉館時間を過ぎると、図書館利用者駐車
場もすべて「花火大会臨時駐車場」になり
ます。大変御迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。

※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。

発 行

日

令和４年（2022 年）７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/

