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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５日の竣工式・６日の開館に向け、
新館で様々な準備を行いました。
新館オープン用に購入した３万冊の図書
は、盗難防止の磁気タグを装備した上で分
類ごとに分け、旧館から持ってきた図書と
併せて配架したのち、コンピュータで１冊

新館用に購入した３万冊
の図書

ずつ棚情報を入力。
当時のコンピュータは処理能力が現在の
ものより低いため、入力の際は読み込み時
間が１冊につき十数秒かかり、１階開架ス
ペースの一般書・児童書の棚情報入力は、
時間のかかる地道な作業でした。
現在も２階ホール東側に展示されている
青年のブロンズ像は、柏崎市宮之窪出身の

キャスター付きの机に載せたパ
ソコンで棚位置を設定していく

彫刻家霜田大次郎氏（１９１１～１９９６）
の作品で、ソフィアセンター竣工を祝って
寄贈されたものです。当初は像のみで、市
が台座を制作しました。他にも柏崎ゆかり
の洋画家国領經郎氏（１９１９～１９９９）
の１２０号の大作「雨後」が東京電力から
寄贈され、大規模な展示ホールを備えた多
機能施設であるソフィアセンターを芸術で

梱包されたままのブロンズ像
壁面に国領氏の絵画が見える

彩りました。

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

６月

開館時間
平 日 ９：３０ ～ ２０：００
土日祝 ９：３０ ～ １７：００
休館日
２０日（日）
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ＬＩＢＲＡＲＹ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

蔵書統計をお知らせします
令和３（２０２１）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】321,447 点
点

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

【年間受入点数】９,933 点

令和2年度
令和元年度
192,795
60.0% 207,876
62.1%
50,790
15.8% 50,320
15.0%
43,836
13.6% 42,361
12.7%
16,965
5.3% 17,035
5.1%
4,989
1.5%
4,992
1.5%
12,072
3.8% 11,972
3.6%
321,447
334,556

【全蔵書の分類比率】304,386 冊（雑誌と視聴覚資料除く）

総記
哲学・宗教 歴史・地理 社会科学 自然科学 技術
産業
14,930 10,783 34,300 45,978 19,517 21,766 10,842
4.9%
3.5%
11.3%
15.1%
6.4%
7.1%
3.6%
日本の 現代小説 絵本
芸術・娯楽 言語
文学
紙芝居 合計
26,402
5,785 52,892 35,605 23,749
1,837 304,386
8.7%
1.9%
17.4%
11.7%
7.8%
0.6%

令和３（２０２１）年度

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

4,880
390
2,339
903
1,272
149
9,933

【新聞】
郷土紙は永年保存です。
平成３０（２０１８）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。

課題図書

課題図書は、全国学校図書館協議会が主催する青少年読書感想文全国コンクールで指定
された図書です。今年度の課題図書は下記のとおりです。これらは、課題図書コーナーに
展示してありますのでご利用ください。なお、できるだけ多くの方にご利用いただくため、
貸出は１人 2 冊までといたします。読みたい本が貸出中の場合は、ご予約ください。
全

国

小学校
低学年

小学校
中学年

小学校
高学年

あなふさぎのジグモンタ
そのときがくるくる
みずをくむプリンセス
どこからきたの？おべんとう
わたしたちのカメムシずかん
ゆりの木荘の子どもたち
ぼくのあいぼうはカモノハシ
カラスのいいぶん
エカシの森と子馬のポンコ
サンドイッチクラブ
おいで、アラスカ！
オランウータンに会いたい

中学校

高等学校

ウィズ・ユー
アーニャは、きっと来る
牧野富太郎

水を縫う
兄の名は、ジェシカ
科学者になりたい君へ

新潟県
小学校
１年生

い～れ～て！
まざっちゃおう！

小学校
中学年

小学校
２年生

そのときがくるくる
しらゆきちりか ちっちゃいな

小学校
高学年

トゲトゲトカゲをつかまえろ！
ＡＩロボット、ひと月貸します！
お蚕さんから糸と綿と
スイマー
夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの
ぼくらしく、おどる

おすすめ図書館資料・新着資料
ページを開いて、玄関のインターフォンを
押してみましょう。「ぴんぽーん」
このおうちは誰のおうちかな？
物が出てくるのかな？

どんな動

おやおや？

よーく

見ると、インターフォンの形がヒントになっ
ていますよ。わかりましたか？

ページをめ

くると、そこには……。
お子さんと一緒に「ぴんぽーん」と言って

「ぴんぽーん」
（山岡ひかる／作 アリス館）
絵本（Ｅ９ ヤマ）

みましょう。楽しく遊べる絵本です。

氾濫する情報を取り込むのに忙しく、人や
ほかの生き物との触れ合いが少なくなってい
る現代において、コミュニケーション能力を
復活させることが必要だと著者は言います。
ゴリラ研究のため、40 年以上に渡ってアフ
「人生で大事なことはみんなゴリラから
教わった」
山極寿一／著 家の光協会
一般・ティーンズ（４９８．９ ヤ）

「文豪たちの住宅事情」
田村景子／編著 小堀洋平
ほか／著 笠間書院
一般（９１０．２ タム）

リカのジャングルで野生のゴリラとその地に
棲む人たちと付き合ってきた著者が、その経
験を通して学んだこととは？

「倍賞千恵子の抒情歌」
倍賞千恵子／歌 Ｋｉｎｇ
Ｒｅｃｏｒｄ
ＣＤ（２９０ ハイ）

人が生きるための基本的

「カーペンターズ ウィズ ロイヤ
ル・フィルハーモニー管弦楽 団」
カーペンターズ、ロイヤル・ フ
ィルハーモニー管弦楽団 ／演奏
ユニバーサルミュージック
CＤ（２１０ カヘ）

な生活手段のひとつであり、

イギリスの名門楽団と、カ

倍賞千恵子が情感豊かに歌

文豪にとっては作品を産み

ーペンターズの共演作品で

っている抒情歌全４０曲が

出す場でもある住宅。その中

す。カーペンターズのオリジ

収録されています。

で、文豪はどのように生きて

ナル作品発表時には実現で

「夏の思い出」や「赤とん

暮らし、悩み悦び苦しんだの

きなかった音をリチャー

ぼ」など一緒に口ずさめる曲

でしょうか。

ド・カーペンター自身がアレ

から、デビュー曲の「下町の

太宰治、小林多喜二、堀辰

ンジを行ない、指揮棒も振っ

太陽」など、倍賞千恵子の温

雄、樋口一葉、水上勉など、

て、初めて形にしています。

かく美しい歌声と懐かしい

明治～平成の作家３０人が

美しいヴォーカルと、オー

歌詞の数々が心に沁みます

住んだ家・土地から、文豪た

ケストラのコラボレーショ

ので、皆様どうぞお聴きくだ

ちの人生と文学を考えます。

ンをお楽しみ下さい。

さい。

女優・歌手として活躍する

ＬＩＢＲＡＲＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
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
６/１０（木）
～６/２５（金）

行 事 名
教科書展示会

時

間

平日９：３０～２０：００
土日９：３０～１７：００
※６/２０は休館、６/２５は～１２：００

内容など

場

所

小中学校で使用する ２階展示
教科書の展示
ホール

６/１９（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】

６/２６（土）

土曜日の映画上映
会

１３：３０～

邦画「パパはわるも ２階多目
のチャンピオン」上
的ホール
映

６/２６（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

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

６/２（水）１６（水）
１０：３０～
６/１８（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
７月１３日（火）まで、「教科書に掲載
された本【中学生編】」コーナーを設置し、
中学の国語・科学・道徳の教科書に掲載さ

６/２
６/９

「苔と日本庭園」
「雨の日におすすめの
ＣＤ・ＤＶＤ」
６/１６ 「大人のための絵本」
６/２３ 「野外料理」
６/３０ 「アインシュタイン記
念日」

れた図書を展示しています。
児童コーナーの「教科書コーナー」には
昨年度改訂の小学校教科書と今年度改訂

ソフィアセンターのホー ムページから本やＣ

の中学校教科書を揃えているので、併せて

Ｄ・ＤＶＤなどの検索・予約・貸出期間の延長

ご利用ください。

ができます
携帯電話用

発

行

日 令和３年（2021 年）６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/

※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

