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私は職業柄、科学者研究ストーリ 

ー本を手に取ることが多くあります。 

まずは誰でも一度は名前を聞いてい 

るマリ・キューリー。少しマニアッ 

クなＤＮＡ構造解析のロザリンド・ 

フランクリン。日本では猿橋勝子や 

米沢富美子など、多くの女性研究者 

がいます。最近は危険と隣り合わせ 

の研究に挑む、スリル満点な本を読 

んでいます。食する場面を楽しく想像できる『うなドン』、

バッタが口の中に入ったら気絶するかもしれないと思った

『バッタを倒しにアフリカへ』、獣の女医『サバンナの宝

箱』、そして私もやってみたかった『恐竜まみれ』。『モスラ

対ゴジラ』の映画で育った私ですが、ゴジラと恐竜って少

し似ているような気がします。映画『シン・ゴジラ』も話

題になり、根強いファンはいて、恐竜好きの人は多いはず。

恐竜にまみれてみてください。 

今年は、川西町出身の作家井上ひ 

さし没後 10 年です。幼い頃、ＮＨ 

Ｋの『ひょっこりひょうたん島』と 

いう 15 分程の番組を毎日楽しみに 

していました。島の大統領のドン・ 

ガバチョの笑い声が思い出されます。 

それから数十年、生徒と共に、ご本 

人のお話を聞く機会に恵まれました。 

とつとつと、しかしながら社会の様 

々な課題への視点は鋭いという印象でした。その後、今度

は演劇の『きらめく星座』を鑑賞しました。レコード店主

の妻を演じる夏木マリの気迫に驚き、演劇の深みを感じた

時間でした。今、『十二人の手紙』を読んでいます。人々の

手紙のやり取りを通した感情の交差が興味深いショートス

トーリーです。若い皆さんには、井上文学によくある動物

が登場する小説『ドン松五郎の生活』や猫に変身した清君

とネズミの話『百年戦争』が面白いかもしれません。 

『百年戦争』（井上ひさしジュニア文学館 6～8） 

井上ひさし 著  出版：汐文社 1999 年 

『恐竜まみれ 発掘現場は今日も命がけ』 
小林快次 著  出版：新潮社 2019 年 

 

市立米沢図書館ではこれまで、『朝日新聞』『山形新聞』『米澤新聞』の紙面を原紙で保存してきました。この度の

展示では『朝日新聞』『山形新聞』の原紙を使用し、戦後の昭和史を「世相・文化」の面から回顧する企画を実施し

ます。もとより、激動の時代の全容をこの小展示で総覧すべくもありませんが、当時の紙面の実物が醸し出す、時代

の手触りといったようなものを感じていただけるのではないかと考えております。 

また、紙面ごとに簡単な解説を加えるとともに、それぞれの記事に関連する当館の蔵書を紹介した文献リストを作

成しています。興味をお持ちになられた方は、併せてご覧いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020.7 市立米沢図書館 

＊先人顕彰コーナー＊ 

◆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 
（７月のみ 7/22(水)）  

 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 

〒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 

Mail：tosyokan@library.yonezawa. 

yamagata.jp 
URL：http://www.library. 

yonezawa.yamagata.jp/ 
Twitter：@yonezawalibrary 

会期：6 月 26 日(金)～8 月 26 日(水) 

会場：ナセ BA 中２階 先人顕彰コーナー 
「新聞記事にみる昭和 戦後の世相・文化編」 

先 

先人顕彰コーナー 
 

「新聞記事にみる昭和 
（戦後の世相・文化編）」（6/26～8/26迄）  

「秋山庄太郎展」（8/28～10/21迄） 

 

14:00～ 

11:00～ 

カレンダーマーク 
のご案内 

ブックスタート 

山形県立米沢興譲館高等学校校長  柿崎 悦子 先生 

おはなしかい 

14:00～ 

昨年のバックヤードツアーの様子 
 

英語多読 
サロン(予定) 

英語多読 
相談会(予定) 

文学講座 

先 

英語多読 
サロン(予定) 

＊私がおすすめする  とっておきの本＊  

地域で多方面に活躍される方や文化・芸術等に造詣の深い方々から、市民の皆さまにおすすめする本を紹介して 

頂きます。皆さまの幅広い読書へのきっかけにして頂ければと思います。 

夏休みこども図書館フェア 8/1(土) ～ 8/16(日) 

夏休みこども図書館フェア 
8/1(土) ～ 8/16(日) 

【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 

今年はお家でも楽しめるイベント中心に、夏休みこども

図書館フェアを開催します。中身はどんな本が入っている

のかな？テーマごとの本が入ったお楽しみ袋の貸出や、ミ

ッフィー副館長のうらない付きガチャガチャ、バックヤー

ドツアーの動画配信などを予定しています。 

感染症拡大防止のため中止しているイベントの再開時期や最新情報は、
ＨＰや Twitter をご覧下さい。 

＊夏休みこども図書館フェア＊  

vol.16 

図書館だより 夏 

期間：8 月 1 日(土) ～ 8 月 16 日(日) 

 

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  

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。 



 

 

 

 

  

皆様から寄せられる質問にお答えします。今回は「インターネッ
ト予約」です。 
 
Ｑ．インターネットから予約はできますか？ 

Ａ．パソコン、スマートフォン等から当館ホームページの「利用者

のページ」にアクセスし、利用者カードの番号とカード作成時に設

定したパスワードを使ってログインして下さい。本を検索し、その

詳細ページより予約申込ができます。 
 
Ｑ．パスワードを設定したか覚えていません。 

Ａ．新たに設定しますので、図書館にご連絡ください。パスワード

はお好きな英数字 4 桁を決めてください。メールアドレスも合わせ

て設定しますと、パスワードの変更や予約に関するメールを受け取

ることができます。 

著者が、青年海外協力隊で派遣されたところは図書館も本屋もない島でした。その島の子どもたち

に読書の楽しさを知ってもらうため、ビブリオバトルをやってみます。本と出会うことがどんなに楽

しくてワクワクすることだったかを、私たち一人一人に思い出されてくれる本です。 

タイトル：ソロモン諸島でビブリオバトル ―ぼくが届けた本との出会い― 

著者：益井 博史  出版社：子どもの未来社  分類：019.9 

タイトル：家族じまい 

著者：桜木 紫乃  出版社：集英社  分類：913.6 

小４のキノは、はずかしいと顔がまっかになるのがなやみ。目立ちたくない。普通でいたい。なの

に、あいつがやってきて…。みんながほんのちょっとずつ勇気を持てば、なにかが変わるかもしれな

い、そんなおもいがかかれた物語です。 

タイトル：セイギのミカタ 

作：佐藤まどか   絵：イシヤマアズサ  出版社：フレーベル館  ぶんるい：よみもの 91 

東京大学あかちゃんラボがさまざまな実験のなかで、あかちゃんの視線をくぎづけにしたイラ

スト『もいもい』。あかやあおの、もいもい。ちいさいもいもい、おおきいもいもい。びよーん

とのびた、もーいもーい。泣く子も見つめるキャラクターがたくさんでてきます。 

タイトル：もいもい     作：市原 淳  監修：開 一夫・東京大学あかちゃんラボ 
出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン  ぶんるい：ブックスタート91 

◆消 毒 

机・椅子の手すり・パソコン・ブックカートなど

の共用物品は、定期的に消毒をしています。（返却資

料については、表面のふき取りをしています。） 
 
◆密集・密接の防止 

椅子・机はソーシャルディスタンス確保のため間

隔を空けて設置しています。カウンターには飛沫防

止シートを設置し、職員はマスクを着用しています。 
 
◆来館者の皆さまへご協力のお願い 

感染を防ぐためには、皆さまのマスク着用と手指

消毒（または石けんでの丁寧な手洗い）が欠かせま

せん。なにとぞご協力をお願いします。 
 
＊臨時休館中について＊ 

感染症拡大防止のため、4/1(水)から 5/13(水)ま

で臨時休館とさせていただきました。休館中は、再

開に向けて書架の整理・清掃など館内環境の整備を 

行いました。特に、日本史、日本地理・地誌・紀行、

社会福祉、衣服・裁縫、食品・料理の本については、

時代や内容ごとに細かく分け、お探しの本が見つけ

やすいようになりました。 

（例：日本史→原始、古代、中世、近世、近代） 

「大人になったら、どんな仕事にも就けるはず!」と思っていた主人公の大学生３人。しかし現実は

甘くなく…。「自分に合った仕事とは？」「就職をするとは？」「仕事をする意味とは？」仕事・会社選

び、働くことの意味をわかりやすくマンガで伝えています。 

タイトル：僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 

原案：各務展生  マンガ：糸貫 律  出版：学研プラス  ぶんるい：ティーンズコーナー 377.9 

ボクがフンをころがしていることをみんなは変だという。だからボクは、フンをころがさないこと

にきめた。でもともだちのキツツキさんは言った。「君はフンをころがすから、フンころがしなんだ

よ」みんなとちがうことってすごいことで、ぼくはぼくでいいんだよとおしえてくれる絵本です。 

1．地中世界のサバイバル２ 
 
２．鹿の王 水底の橋 
        上橋菜穂子 著 
 
２．海賊世界へタイムワープ 
 
４．すきまっこちゃん 

竹与井かこ 作・絵 
 
４．弥生時代へタイムワープ 

 一般 [文学一般・日本文学] 
 

書架清掃の様子 
 

新着 

タイトル：フンころがさず 

作：大塚 健太  絵：高畠 純  出版社：KADOKAWA  ぶんるい：えほんもも 91 
タイトル：はい、さようなら。 

著者：瀬戸内 寂聴  出版社：光文社  分類：188.44 

1．さよならの儀式 
宮部みゆき 著  

１．希望の糸  東野 圭吾 著  
１．凶犬の眼  柚月 裕子 著  
４．落日    湊 かなえ 著  
４．昨日がなければ明日もない 

[杉村三郎シリーズ] 

宮部みゆき 著 
 

瀬戸内寂聴さんが長年続けている京都・寂庵での日曜法話には、全国から悩める人たちが集まって

きます。人々を笑顔にしてきた法話には「いきかたの極意」がつまっています。日曜説法 10 年分が

１冊になりました。累計 100 万部突破の「寂聴あおぞら説法」シリーズ最新刊です。 

 児童 [子どもの本] 

YA（ヤングアダルト）コーナーをリニュ 

ーアルし、中高生の皆さんに向けた本を紹介 

するティーンズコーナーができました。場所 

は、料理・手芸の本棚近くの児童書コーナー 

にあります。棚番号は 28 番です。 

ティーンズコーナーでは、勉強や受験に役 

立つ本、これからの進路を考える本や、学校 

や部活の本、どうしたらいいのかもやもやし 

ていて悩んでいる時に読んでほしい本などを 

カテゴリ別に集めています。もちろん小説も 

たくさん置いています。持ち運びしやすい文 

庫サイズの小説もあります。 

また、図書館のティーンズサポーター（高校生ボ 

ランティア）の皆さんが本を選んでくれたミニ特集 

コーナーでは、何かと忙しい中高生の皆さんが「ち 

ょっとした息抜きに読め 

る本」を紹介中です。高 

校生が書いてくれた、本 

の紹介 POP は「ティー 

ンズコーナーだより」で 

も紹介しています。ティ 

ーンズコーナーで配布し 

ていますので、こちらも 

ぜひご覧ください。 
ティーンズコーナーの地図 

 

 [2020.6.15 調べ] ※ランキングは常時変動します。 

両親の老いに直面して戸惑う姉妹が、家族を終えるということではなく、それぞれの夫婦・親子の

ありかたに区切りをつけ、前向きに考え、新たに踏み出していこうとする長編小説です。誰もがこの

家族の状況に共感できる様々なことが描かれています。 

タイトル：着心地かろやか手縫いのおとな服 NHK すてきにハンドメイドセレクション 

出版社：NHK 出版  分類：593.3 

人気作家５人が、手縫いだけで簡単に作れるように工夫を凝らしたブラウス、ワンピース、羽織

物、スカートなど、ゆったりと着心地がよく、おとなに似合う洗練されたデザインを提案。「すて

きにハンドメイド」で紹介した大人気デザインに新作を加えた 1 冊です。 

当館では、米沢市の方針および日本図書館協会が公表するガイドラインに沿って、

次のような対策に取り組んでいます。（7/1(水)現在） 

※最新の情報は当館 HP や Twitter をご覧ください。 

  

新着 


