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ソフィアセンター所蔵の郷土新聞をご利用ください

郷土新聞の検索・閲覧に便利な
「蔵書検索コーナー」

郷土新聞は書庫で保管しています

ソフィアセンターでは、地域調査に役立つ郷土新聞を保管しています。柏崎日報は、創
刊から１００年以上の歴史があり、現在も刊行されている唯一の地元新聞で、大正３（１
９１４）年号から最新号まで館内で保存しています。またその他に、明治期から平成２６
（２０１４）年まで刊行されていた越後タイムスや戦後復興の中で刊行され今年３月に終
刊した柏新時報なども収蔵しています。柏崎・刈羽地域について深く知りたいという方は、
郷土新聞をご活用ください。
当館所蔵の郷土新聞は、古くは明治・大正時代のものとなります。欠号も多数あり、保
存のため閲覧が限定されているものもありますので、古い新聞をご覧になる際はご来館前
にソフィアセンターにお問い合わせ下さい。
また越後タイムスについては、ソフィアセンターホームページで記事見出しを公開して
います（当館所蔵分のみ）
。ぜひご活用ください。
■越後タイムスの記事見出し検索について
明治４５（１９１２）年～昭和６３（１９８８）年発行分の記事見出し一覧をホームペ
ージでご覧いただけます。
「越後タイムス記事見出し検索ページ」と併用すると、一覧の中
から該当記事を抽出できます。記事は、館内「蔵書検索コーナー」で閲覧・印刷が可能で
す。ホームページの公開場所は下記のとおりです。また、下記ＱＲコードでも該当場所に
アクセスできます。
ホームページ＞本・資料を探す＞郷土資料＞
柏崎の新聞＞越後タイムス
「越後タイムス記事見出し検索ページ」ＱＲコード

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

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
※８/１５・１６ ９：３０～１９：００

休館日
２１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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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います。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１８日（木）～２０日（土）
▼時間：１０：００～１７：００
※２０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２０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４（２０２２）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。

特設コーナーをご利用ください
１階特設コーナーでは、長岡市の新潟県立歴史博
物館で開催される夏季テーマ展「重要文化財村尻遺
跡出土品」と連動し、８月２８日（日）まで縄文時
代や弥生時代といった日本の古代史や遺跡、出土品
など昔の日本列島の様子や人々の生活様式がわかる
資料を展示しています。日本古代の謎に迫ることの
できる展示をぜひご活用ください。
また、８月３１日（水）まで「恐怖！本気でコワイ……」をテーマに、暑い夏にぴったり
の怖い話にまつわる資料を展示しています。芥川龍之介が精選したポーやスティーブンソン
などの文学の巨匠による古典的短編怪奇小説や、歴史・時代小説家による戦国時代の怪談集、
人気作家による斬新な怪談話、日本の民間伝承をもとにした怪異アンソロジーなど、様々な
切り口から読める作品を集めました。当館特設コーナーの怖い話で夏を満喫してみてはいか
がでしょうか。

おすすめ図書館資料・新着資料
皆さん、トマトは好きですか？

真っ赤な

トマトは、とてもきれいですよね。
小川近くの畑で育ったトマトさん。ある暑
い夏の日に、真っ赤に熟れて地面に落ちまし
た。トマトさんの前をとおって、プチトマト
やトカゲたちが小川に泳ぎに行きます。でも、
トマトさんは行けません。からだが重くて動
「トマトさん」
田中清代／さく

けないのです。どんどん暑さに耐えられなく
福音館書店
絵本（Ｅ９ タナ）

なるトマトさん。いったい、どうなってしま
うのでしょうか？
学校での居場所をなくし、閉じこもってい
た“こころ”の目の前で、ある日突然部屋の
鏡が光りはじめた。鏡をくぐり抜けると、城
のような不思議な建物があり、そこには“こ
ころ”と似た境遇の 7 人が集められていた。
なぜこの 7 人がこの場所に？ すべてが明ら
かになるとき、驚きと感動が生まれる！

「かがみの孤城」
辻村深月／著 ポプラ社
一般・ティーンズ（Ｆ ツシ）

２０１８年本屋大賞受賞。２０２２年冬、
アニメ映画を公開予定。

「バック・イン・ブラック」 「無限のＨＡＫＵ」
「土偶を読む図鑑」
ＡＣ・ＤＣ／演奏 Ｓｏｎｙ
ＲＯＴＨ ＢＡＲＴ ＢＡ
竹倉史人／著 小学館
ＲＯＮ／演奏 ＳＰＡＣＥ
一般（２１０．２ タ） Ｍｕｓｉｃ Ｊａｐａｎ Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ＳＨＯＷＥＲ ＭＵＳＩＣ
ＣＤ（２４０ エシ）
ＣＤ（２９０ ロツ）
縄文時代を代表する遺
物・土偶。女性や妊婦をかた

ロックを語る際には欠か

１６０時間の生配信をも

どったものと考えられてき

せないオーストラリアのバ

とに収録されたこの作品は、

た土偶を、本書では植物を体

ンド“ＡＣ・ＤＣ”が１９８

ポカリスウェットのＣＭ曲

現した精霊像であると紹介

０年に発表したアルバム。前

「ＢＬＵＥ

しています。

ヴォーカリストを失ったバ

含む全１２曲からなります。

日本各地で出土した様々

ンドが、新ヴォーカリスト、

茶室をイメージした曲は、

な土偶が、どのような植物の

ブライアン・ジョンソンを迎

心を調律し壮大な宇宙へ連

モチーフとなっているのか、

えて作製した哀悼盤です。ダ

れて行きます。ＨＡＫＵ、ハ

多くの写真とともに解説し

イナミックなヴォーカルや

ク、白、吐く、博、箔、掃く、

ています。土偶について新し

ギターで、ロックとは何かを

拍…。「無限のＨＡＫＵ」の

い見解が得られる１冊です。

理屈抜きで聞かせます。

世界に浸れます。

ＳＯＵＬＳ」を
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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

～８/１２（金）
８/４（木）
～８/１９（金）

時

間

内容など

平 日 ９：３０～２０：００
拉致問 題を 考え る 土日祝 ９：３０～１７：００
巡回パネル展
※８/１２は～１２：００
平 日 ９：３０～２０：００
土日祝 ９：３０～１７：００
原爆ぬり絵展示
※８/１５・１６は～１９：００

場

所

拉致被害者の写真
パネルの展示

2 階展示
ホール

原爆に関するぬり
絵の展示

２階ロビ
ー

１０：００～１７：００
※８/２０は～１５：３０

洋画「神様の思し
召し」上映
【要申し込み】
邦画「君の膵臓を
食べたい」上映
【要申し込み】
生物標本の展示及
び標本の作り方の
展示

１０：００～１２：００
１３：００～１５：３０

生物標本の名前調
べ相談会

２階展示
ホール

絵本を使った大人
の癒しの時間
【要申し込み】

２階会議
室

８/２６（金）
～９/８（木）

土曜日は絵本の時
１０：３０～１２：００
間。
い じ め 見 逃 し ゼ ロ 平日 ９：３０～１８：００
標語・ポスター巡回 土日 ９：３０～１７：００
※８/２６は１３：００～、９/８は～１６：００
展示

いじめ見逃しゼロ
啓発展示

２階展示
ホール

８/２７（土）

絵本を楽しむ会

絵本の読み聞かせ

１階えほ
のへや

８/５（金）

真夏の夜の映画上
映会

１８：００～

８/１７（水）

中高生向け夏休み
シアター上映会

午前の部 １０：３０～
午後の部 １４：３０～

８/１８（木）
参考作品展
～８/２０（土）
８/２０（土）
８/２０（土）

名前調べ会

１５：００～１５：４５

２階多目
的ホール
２階多目
的ホール
２階展示
ホール

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。

８/３（水）、１７（水）
１０：３０～
８/１９（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１５日（月）
・１６日（火）
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
願いします。
発

行

日

８/３
８/１０
８/１７
８/２４
８/３１

「暑さに負けない」
「道の日」
「妖怪・怖い話」
「朝ごはん」
「夕涼み」

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

令和４年（2022 年）８月１日

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

館）
〒945-0065

