
国際交流員のバートンさんをお呼

びして、英語を使ったハロウィンのお

はなしかいを行います。 
 
☆対象：幼児～小学生向け 

本や紙芝居の朗読を音楽、お茶とともに 

お楽しみください。 
  
☆対象：どなたでも 

オープンギャラリー・先人顕彰コーナーの展示解説＆

閉館後の図書館の裏側をご案内します。 
 
☆定員：先着 20 名 
☆対象：どなたでも ※小学生以下の方は必ず保護者同伴 

本を保護する「フィルムコート」 

を、持参した本で体験できます。 
 
☆定員：先着 15 名 
☆対象：どなたでも 
☆参加費：無料 ※小学校低学年以下の方は必ず保護者同伴 
☆持ち物：本 2 冊、定規(30cm 程度)、はさみ 

皆さんのお家で役目を終えた本と、図書館で保存期間の

過ぎた雑誌を、それぞれ 1 日 1 人 5 冊ずつまで差し上げ

ます。  
☆対象：利用者カードをお持ちの方のみ 
※本人以外の方が代理でカードをお持ちになって 

も受付できませんのでご注意ください。 

＊リサイクル本募集！10/31(木)まで＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今年の古典文学講座は、下記の内容で開催します。県内の大学等から講師を招き、当館所蔵の 

古典籍を解読しながら最新の研究を紹介します。 
 
第１回 11/16(土) 

「古今和歌集」と「新古今和歌集」 

 石黒志保（当館 郷土資料担当）  
第２回 11/23(土) 

「『源氏物語』の音楽 ～女三の宮と琴
き ん

の琴
こ と

をめぐって～」 
    岩原真代氏（米沢女子短期大学 准教授）  

第３回 11/30(土) 

「伊佐早謙の漢詩集『樅軒稿
しょうけんこう

』を読み解く ～沖縄調査時期を中心に～」 

   新宮 学氏（山形大学附属博物館館長） 

開催期間：１０月２５日(金)～１１月１０日(日) 

 

 

 10 月 

月 火 水 木 金 土 日 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24[休館日] 25 26 27 

28 29 30 31    

 11 月       

月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28[休館日] 29 30  

 12 月       

月 火 水 木 金 土 日 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26[休館日] 27 28 29 

30 31 2020 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 

 

◆10/27(日) 

『ハッピーハロウィン！英語のおはなしかい』 
場所：ナセＢＡ１F 体験学習室 

◆10/26(土)『朗読ライブ』 
― too much love～やりすぎの愛～ ― 
場所：ナセＢＡ1F 体験学習室 

2019.10 市立米沢図書館 

①10/25(金) 

『ナセＢＡ ナイトバックヤードツアー』 

先 

②10/27(日)『ワークショップ』 
「本の箱庭 ～一箱図書館長になろう～」 
場所：ナセＢＡ1F 体験学習室 

③11/9(土)『ワークショップ』 
「フィルムコート体験」 
場所：ナセＢＡ1F 体験学習室 

◆11/2(土)～11/4(月・祝)  
『本と雑誌のリサイクル市』 
場所：ナセＢＡ１F 体験学習室 

雑誌の付録を抽選で差し上げます。付録一覧と応募箱を図

書館一般カウンター付近に設置します。当選された方には、

後日ハガキでお知らせします。  
☆応募：１人１点のみ（複数応募は無効となります。） 

☆対象：利用者カードをお持ちの方のみ 

◆10/25(金)～11/10(日) 
『本と雑誌の付録抽選会』 
 雑誌一覧・応募箱設置場所：図書館内（一般カウンター付近） 

14:00～ 

14:00～ 

11:00～ 

2019 読書週間図書館フェア 10/25(金)～11/10(日)まで 

2019 読書週間図書館フェア 10/25(金)～11/10(日)まで 

18:45～ 
ナイトバック 
ヤードツアー 

16:00～ 
朗読ライブ 

15:00～ 
ワークショップ 

本の箱庭 

【参加申込方法】 
（上記 ①,②,③ は事前申し込みが必要となります。） 

◆開館時間 
[平日]  
4 月～9 月 10:00～20:00 

10 月～3 月 10:00～19:00 
 

[土・日・祝日] 9:00～19:00 
 
◆休館日 
 毎月第 4 木曜日 

(祝日に当たる時は、次の平日が休館)  
 年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)  
 蔵書点検期間 
 
◆貸出数・貸出期間 
図書・雑誌 10 点まで 14 日間 
DVD・CD ３点まで ７日間 

図書館で 5～10 冊を選び、ポップ作り 

や箱の装飾をして、あなただけの図書館を 

作りましょう。作品は 11/10(日)まで展示。 
 
☆定員：先着 20 名 
☆参加費：無料 ※小学校低学年以下の方は保護者同伴 

〒992-0045 

山形県米沢市中央１丁目 10 番 6 号 
（ナセＢＡ 2 階） 
TEL：0238-26-3010 

FAX：0238-26-3012 
URL：http://www.library. 

yonezawa.yamagata.jp/ 

【図書館では、下記のマナーを守ってご利用下さい】※キャップ付飲料は持込可 
 

＊第 30回 古典文学講座を開催します＊ 

◇場所：ナセ BA１F 体験学習室 

◇時間：いずれも 14 時～15 時 30 分 

◇資料代：500 円（３回あわせて） 

ウッディコンサート 

おはなしかい 

14:00～ 

年末年始休館日 12/29(日)～ 1/３(金) 

カレンダーマーク 
のご案内 

14:00～ 

秋 

米沢市小中学校読書感想画展 
12/11(水)～12/15(日) 

15:40～ 
英語多読相談会 

14:00～ 
英語多読 
サロン 

先 

参加申込用紙記入後、図書館カウンターへご持参いただ

くか、電話・メールまたは FAX でお申し込みください。 

（※参加申込用紙は、図書館カウンターに設置しています。 

また、図書館ＨＰからダウンロードも可能です。）  
＊定員となり次第締め切ります。申込開始 10/1(火)～＊ 

（詳細は図書館 HP に掲載してあります。） 

11:00～ 

vol.13 

14:00～ 
古典文学講座② 

14:00～ 

14:00～ 
古典文学講座③ 

図書館だより 

14:00～ 
英語多読 
サロン 

11:00～ 
ワークショップ 

フィルムコート体験 

2 日～４日 9:00～ 
本と雑誌のリサイクル市 

自動車文庫車「アタゴオル」は、約 3,500 冊の

図書を積んで市内約 70 ヶ所を巡回しています。

図書館と同じように本の貸出ができますので、ぜ

ひご利用ください。 

※巡回場所と時間は図書館 HP をご覧ください。 

今後のスケジュール 

 

小～大学生の方は、市立米沢
図書館の利用者カードを米沢
市上杉博物館で提示すると、
常設展・企画展とも入館料が
割引になります（団体割引適
用）。 
 
展覧会情報は、米沢市上杉博物
館のホームページをご覧くださ
い。 
http://www.denkoku-no- 
mori.yonezawa.yamagata.jp 

伝国の杜・ナセ BA 連携企画 

青少年・こどもの「まなび」応援 

図書館利用者カード割引  

事前申込制 

お申込：下記までお電話・メール・FAX で 

お申し込みください。 
 
[市立米沢図書館 郷土資料担当] 

TEL：0238-26-3010 FAX：0238-26-3012 

Mail：tosyokan@library.yonezawa.yamagata.jp 

11:00～ 

事前申込制 

先 

18:30～ 
ふるさと 
歴史講座① 

18:30～ 
ふるさと 
歴史講座② 

18:30～ 
ふるさと 
歴史講座③ 

事前申込制 

11:00～ 
英語のおはなしかい 

15:40～ 
英語多読相談会 

14:00～ 
英語多読 
サロン 

先人顕彰コーナー 

「我妻碧宇展」（10/25～12/25 迄） 

「写真で見る米沢のむかし展 パートⅡ」 

（12/27～2/26 迄） 

15:40～ 
英語多読相談会 14:00～ 

14:00～ 
古典文学講座① 



 

 

 

  

夏休み子ども図書館フェア 7/26(金)～8/4(日) アタゴオルによる絵本読み聞かせ 

英語多読講座・英語多読サロン 

皆様から寄せられる質問にお答えします。今回は「複写（コピー）」

です。 
 
Ｑ1．図書館のコピー機は誰でも使えますか？ 

Ａ1．図書館が所蔵している資料に限り、カウンターでご用意してい

るお申込書を提出の上、使用できます。 
 
Q２．本を１冊全てコピーしたいのですが。 

A２．本を１冊全てコピーすることはできません（一部例外を除く）。

図書館の複写は著作権法第 31 条によるもので、「著作物の一部分」

と定められています。資料によって複写できる範囲が異なりますの

で、ご不明な点は職員にお尋ねください。 

県外在住の著者が、半年かけてまとめた米沢に咲く花々を撮影したこの本は、身近に咲く花の

名前を調べるためにも便利ですが、撮影時の出来事など日記のように描かれており、それを読む

のも楽しい一書です。 

新着 タイトル：米沢の花 

著者名・撮影：安原修次  出版：ほおずき書籍  分類：郷土資料 K472 

 

 [2019.09.17 調べ] ※ランキングは常時変動します。 

７/15(月･祝)、体験学習室において、豊田工業高等専門学校・西澤一教授をお招きし、

ナセ BA 英語多読講座を開催しました（共催：米沢英語研究懇話会）。 

英語多読とは、易しい英語の本から始めて、少しずつレベルを上げながら多くの英文を

読み、英語を英語のまま理解することで、英語を習得していく方法です。当日は、西澤先

生の実践経験とデータ的裏付けに基づいた、ユーモアに富んだ内容の講演に、参加者は深

く聴き入っていらっしゃいました。 

 8/24(土)には、当館にて、英語多読に興味を持っている方に向けた実践のための集ま

りとして「第 1 回ナセ BA 英語多読サロン」を開催しました。参加者は子どもから年配

の方まで様々でしたが、英語多読に取り組む方同士の交流や、実践にあたっての質疑応答

など、有意義な時間を過ごせていただけたのではないかと思います。 

市立米沢図書館では、約 1500 点 

の英語多読用資料を用意して、皆さま 

のご利用をお待ちしております。また、 

英語多読サロンを今後も月に 1 回、英 

語多読ビギナー向けに質問や相談を受 

け付ける「英語多読相談会」も同じく 

月 1 回のペースでそれぞれ開催いたし 

ます。詳細はホームページ等でご確認 

ください。 

新着 

自動車文庫車アタゴオルが、5 月下旬から 7 月上旬 

にかけて、米沢西部子ども園・普慈幼稚園・森の子園 

保育所・米沢幼稚園をそれぞれ訪問し、図書館サポー 

ターによるよみきかせや、車内の見学、本の貸出体験 

などを行いました。園児の皆さんには、普段触れるこ 

とが少ない大型の絵本を中心とした読み聞かせを楽し 

んでもらえたようです。 

また、アタゴオルを初めて見たという子もおり、興味津々の様子でした。子どもたちの

本へのまなざしが、将来の読書への関心につながっていくことを願っています。 

新着 

＊8/3(土) えいごであそぼう！えいごのよみきかせ  
アメリカ出身のヒリビチャク・メーガン先生による、アメリ 

カの紹介や英語の絵本の読み聞かせ、手遊びなどを行いまし 

た。しかけ絵本『ketchup on your cornflakes?』（コーン 

フレークにケチャップかける？）では、 

おかしな組み合わせを楽しみながら英単 

語にふれました。手遊びの「Head, Shoulders, Knees and Toes」 

（頭かたひざポン）は、どんどんスピードを速くしていき、子どもた 

ちももっと速く! と元気に参加しました。 

他にも、3 階から 5 階までの壁面書庫の見学を行った「バック

ヤードツアー」では、スタッフがいつも使用している脚立にのぼ

って本棚の近くまでじっくりと見てもらったり、「ぬい 

ぐるみのおとまりかい」では、ぬいぐるみさんが夜の 

図書館を冒険している様子を Twitter でも紹介しました。 

フェアを通して図書館に興味を持って足を運んでもら 

い、たくさんの本にふれてもらえればと思います。 

  タイトル：ハロウィンのおきゃくさま 

さく：レオ・ランドリー  出版社：光村教育図書  ぶんるい：えほんもも 93 

 きょうは、10 がつさいごのひ。おばけのオリバーは、もりへとんでいき、あちこちにてがみ

をとどけました。かえるとき 1 つうのてがみをおとしてしまいます。よるになると、オリバーの

いえにまじょやガイコツがやってきて、ハロウィン・パーティーがはじまります。 

著者の遠藤氏は綱木の出身。小さい頃の綱木の生活の思い出や、獅子踊りが伝承されてきた

背景を記しています。また、人口減少する中で、色々な人達の参加・協力で、踊りが伝承され

ていることに感謝し、今後の継続にエールをおくっています。 

タイトル：「綱木獅子踊り」応援歌 ～継続に感謝して～ 

著者名：遠藤 葉子  分類：郷土資料 K386 

昨年 9 月の訃報から 1 年。タイトルとなった第 2 章「老いの重荷は神の賜物」で「がんになって思

うこと」など闘病について語り、第 3 章では「女優の道を歩んで」とし女優としての心得、その他に

も「衣食住」など、今なお愛され続ける個性派女優、希林流の本音トークが収録されています。 

タイトル：老いの重荷は神の賜物 

著者名：樹木 希林  出版社：集英社  分類：778 

いつ見舞われてもおかしくないと言われている自然災害。ライフラインが寸断された在宅避難では、

復旧までを乗り切る「備え」が欠かせません。「防災レシピ」を紹介するとともに、在宅避難経験のあ

る全国のクックパッドユーザーの声をもとに、在宅避難で役立つ備え方や知識を紹介しています。 

1．極寒のサバイバル 
 
2．おしりたんてい 

ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? 
 
2．おしりたんてい 

むらさきふじんのあんごうじけん 
 
2．おしりたんてい 

ププッちいさなしょちょうのだいピンチ!? 
トロル‖さく・え 

 
2．南極のサバイバル 
 
6．鹿の王 水底の橋 

上橋 菜穂子‖著 
 
6．幕末へタイムワープ 

 一般 [文学一般・日本文学] 
 

 児童 [子どもの本] 

小学校の夏休み期間にあわせてワークショップやおはなし 

かいなど様々なイベントを実施しました。 

1．むらさきのスカートの女 

今村夏子‖著 
 
2．凶犬の眼   柚月裕子‖著 
 
2．魔力の胎動  東野圭吾‖著 
 
2．そして、バトンは渡された 

瀬尾まいこ‖著 
 
2．マスカレード・ナイト 

東野圭吾‖著 
 
2．盤上の向日葵 柚月裕子‖著 
 
7．本と鍵の季節 米澤穂信‖著 

＊7/28(日) おはなしかい「星空おはなしかい」 

宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』をモチーフにして、夜空 

に浮かぶ「夏の大三角」を巡る旅を行いました。星空行き 

の特製の切符を手に持って、きらきら光るライトや線路を 

たどりながら、3 つの駅で絵本やパネルシアターなどの星や月にま 

つわるおはなしを聞きました。 

閉館後の少し暗くした図書館内を移動しながらの読み聞かせは、 

はじめての取り組みでしたが、みんないつもと違う図書館を楽しみ 

ながらおはなしを聞いていました。 

宇宙は無重力(むじゅうりょく)ではない? 宇宙飛行士(ひこうし)はどうやってウンチをするの? 

納豆は宇宙に持っていけるの? たこ焼きって名前の小惑星(しょうわくせい)があるの? 不思議で

面白い宇宙の雑学(ざつがく)50 を、楽しいイラストといっしょに紹介(しょうかい)しています。 

タイトル：宇宙飛行士はどうやってウンチをするの? 宇宙への興味が無限に広がる雑学 50 

編集：キッズトリビア倶楽部  出版社：えほんの杜  ぶんるい：子どもの本 44 

 

タイトル：クックパッド防災レシピ BOOK 在宅避難で役立つ食まわりの知恵から日ごろの備えまで 

監修：クックパッド株式会社  出版社：扶桑社  分類：369 


