
あなたのおともだちのぬいぐるみさんが夜の図書館で 
冒険するよ！どんな本を読んでたのかな？ 
 
☆対象：幼児～小学生 
※土曜日のおはなしかいに参加できる方限定 

☆持ち物：ぬいぐるみ 
☆定員：15 名(先着) 
☆事前申込必要 

閉館後の夜の図書館で、とくべつな 
おはなしかいを行います。 
 
☆対象：幼児～小学生、どなたでも 
☆定員：特になし 

BGM 有りの手作り大型しかけ絵本の読み 
聞かせや、手遊びなどで、楽しいひとときを 
過ごしましょう。 
 
☆対象：どなたでも 
☆定員：特になし 

 

当館には藩校 興譲館から伝来した多数の漢詩や漢学
の書物が残っており、その由来は直江兼続が創設した禅
林文庫にさかのぼります。兼続は漢詩の才にも長けた人
物としても知られ、詩会も多く催したことがわかってい
ます。 
 その兼続の漢詩の世界が、米沢でどのように受け継が
れていったのか。館蔵資料でご紹介します。 

図書館で英語を始めてみませんか？ 

英語の絵本の読み聞かせなどを行います。 
 
☆対象：幼児～小学生 
☆定員：40 名ほど 
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皆様から寄せられる質問にお

答えします。今回は「壁面書庫」

です。 
 
Ｑ1．3～5 階の本を見たいので

すが。 
  
Ａ1．3～5 階は「壁面書庫」と

呼んでおり、一般の方が上ること

はできません。資料の場所が「書

庫」となっている場合は、職員が

取りに上りますのでお声かけく

ださい。ただし、年に 2 回程度

開催するバックヤードツアーで

書庫に上ることできます。今年１

回目は 7/31(水)です。詳しくは

図書館だよりの１ページ目をご

覧ください。  
 
Ｑ2．「壁面書庫」にはどんな本

があるのですか？ 
  
Ａ2．図書館では定期的に新しい

本を購入しているので、壁面書庫

には出版された日付が古いもの

や、利用の少ないものを中心に置

いています。  
 
Ｑ3．「壁面書庫」の写真を撮っ

てもいいですか？ 
  
Ａ3．壁面書庫に関わらず、館内

での無断撮影は禁止させて頂い

ております。ご希望の方は一般カ

ウンターで許可を得てください。 

14:00～ 

14:00～ 

14:00～ 

❸ 7/28(日) 星空おはなしかい 
場所：ブラウジングコーナー集合 

車内を見学してもらい、アタゴオルの中を 
しょうかいします。※本の貸出も可。借りる 
際は図書館からの帰りにお立ち寄りください。  
☆対象：どなたでも 

普段見ることができない図書館の裏側へご案内。壁面書

庫や貴重書庫、アタゴオルの内部などを見学します。また

クイズを、楽しみながら、本の探し方や図書館の使い方を

覚えましょう。 
 
☆対象：小学生 
☆定員：20 名(先着) 
☆事前申込必要 

2019 夏休みこども図書館フェア 7/26(金)～8/4(日)まで 

11:00～ 

❺ 7/31(水) 小学生向け 
バックヤード(書庫)ツアー & ミニクイズ 

(      ) 

❶ 7/26(金)「サークル夢空間」によるおはなしかい 
 場所：1F 体験学習室 

❷ 7/27(土) ぬいぐるみのおとまりかい 
場所：おはなしのへや 

❹ 7/29(月)  
自動車文庫車「アタゴオル」の展示と見学 
場所：BM 駐車場 

夏 

ボトルの中にレジン液(えき)で、自分だけの 

空を作ってみよう！ 
 
☆対象：小学生(※１～2 年生は保護者同伴必要) 

☆定員：各１5 組(先着) 
☆参加費：300 円(材料費として) 
☆事前申込必要 

＊先人顕彰コーナー＊ 

2019.07 市立米沢図書館 

vol.12 

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、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。）  
＊申込期間：７月１日（月）～15 日(月)まで＊ 
（詳細は図書館 HP に掲載してあります。） 

図書館だより 

※保護者１名まで参加可。 
※1～3 年生は同伴必須。 

「よねざわ漢詩の世界」 

先人顕彰コーナー 

「よねざわの漢詩の世界」（6/28～8/21迄） 

「平田東助展」（8/23～10/23迄） 

先 

❻ 8/3(土) えいごであそぼう！ 
はじめてのえいごのよみきかせ 
場所：１F 体験学習室 

講師：ヒリビチャク・メーガン先生(アメリカ出身) 

読書会 
第３回
(予定) 

【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 
 

◆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 
〒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/ 

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  

会期：令和元年 6 月 28 日(金) ～ 8 月 21 日(水) 

会場：先人顕彰コーナー（ナセ BA 中２階） 

新発見資料 直江兼続「賦何人連歌」 

英語多読 
サロン 

第１回 14:00～ 

14:00～ 

14:00～ 

14:00～ 

10:30～ 

英語多読 
13:00～ 

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。 

◆カレンダーマークのご案内◆ 

今後のスケジュール 

 

読書会 
第２回 
14:00～ 

おはなしかい 

❼ 8/4(日) ワークショップ 
「レジンで雲をつくろう！」 
 場所：１F 体験学習室 

ウッディコンサート 

11:00～ 

※ウッディコンサートは予定です。 

ぬいぐるみの 
おとまりかい 

15:00～ 

星空 
おはなしかい 

18:50～ 

14:00～ 

バックヤード 
ツアー＆ミニクイズ 

9:00～ 

えいごの 
よみきかせ 

10:00～ 

ワークショップ 

10:00～ 
14:00～ 

【参加申込方法】 
（上記 ②,⑤,⑦ は事前申し込みが必要となります。） 

ナセ BA 
開館記念日 

アタゴオルの 
展示と見学 

先 

http://www.library.yonezawa.yamagata.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

※写真２枚の場合 

380～450 文字くらい 

 

 

 

 

 

 

 

  

① ナセ BA 英語多読講座 
 
 豊田工業高等専門学校(愛知県)の西澤 一教授を 

お招きし、「英語多読とは」「継続可能な多読方法」 

などのテーマで講演を行います。 
 
日時：7/15(月/祝) 

第Ⅰ部 13:00～14:45 高校生以上の一般・ 

英語多読入門者向け  
第Ⅱ部 15:00～16:25 教育関係者向け 

会場：ナセ BA1 階・体験学習室 

定員：各講座 先着 40 名 

第２回 読書会 

英語多読 

日時：７月６日(土) 14 時～15 時 30 分 

会場：市立米沢図書館 ミーティングルーム 

定員：20 名 先人顕彰コーナー「上杉茂憲展」(3/29～5/22) 

の開催にあわせ、4/14(日)と 5/19(日)に初めての 

試みとして、当館の郷土資料担当によるミニ講演会 

を開催しました。 

参加者の皆様には、茂憲の家督経緯や苦渋の庄内 

出陣、米沢藩知事時代、沖縄県令としての奮闘、郷 

里米沢での伯爵邸の建設などについて、90 分間の 

講演を熱心にお聞きいただきました。展示をより深く理解することが出来たとの声をいただ

きました。 

 なお、本年は上杉茂憲の没後 100 年にあたり、8/25(日)に伝国の杜置賜文化ホールで開

催される鷹山公シンポジウムでも、沖縄県令として奮闘した茂憲を紹介する記念講演や座談

会が開催される予定です。(主催：上杉鷹山公と郷土の先人を顕彰する会) 

上杉茂憲ミニ講演会 

○ 小川未明「月夜とめがね」 

『小川未明童話集』（世界文化社, 請求記号 91/オ）ほか所収  
○ 柳田國男『遠野物語』 

『ちくま日本文学全集 柳田国男』（世界文化社, 請求記号 B918/チ 60-33）ほか所収 

市立米沢図書館 

  ツイッター 始めました♪ 

“アカウントは @yonezawalibrary” 

図書館の最新の情報をお知らせしていきます。 

是非チェック、フォローをお待ちしております。 

「飯粮集」は天明３年（1783）の大飢饉に際し、米沢藩の医師たちが、食用となる山野草

を研究しまとめたものです。後の「かてもの」刊行の礎となりました。本書は崩し字で書かれ

た原文と、解読と解説が併記され、古文書解読の勉強にもなります。 

新着 
当館所蔵の「童子百ものかたり」、これを著したのは吉田糠山（綱富）という俳諧などにも秀

でた米沢藩士です。天保 12 年（1841）に書かれたこの本を、吉田の子孫である水野道子氏

が現代語訳しました。 

 「酒呑童子」など全国的によく知られた物語から、米沢の身近な怪異譚まで掲載されてい

ます。 

タイトル：米沢藩の天明三年救荒書 「飯粮集」を読む 

著者名：高橋 敬一  出版：米沢古文書研究会  分類：郷土資料 K451 

タイトル：現代語訳 童子百物かたり―東北・米沢の怪異譚 

著者名：吉田 綱富 訳：水野 道子 出版社：七月社 分類：郷土資料 K913 

 

1．盤上の向日葵  柚月 裕子 著 
 

2．蜜蜂と遠雷   恩田   陸 著 
 

3．マスカレード・ナイト 

         東野 圭吾 著 
 

3．ウツボカズラの甘い息 

柚月 裕子 著 
 

5．未 来     湊 かなえ 著 
 

5．そして、バトンは渡された 

           瀬尾まいこ 著 

1．おしりたんてい 
かいとうとねらわれたはなよめ 

         トロル さく･え  
1．海賊世界へタイムワープ 

細雪 純 マンガ  
1．だるまさんの 
       かがくいひろし 作  
4．おしりたんてい カレーなるじけん 
         トロル さく･え  
4．鎌倉時代へタイムワープ 

イセケヌ マンガ  
4．漫画 君たちはどう生きるか 

吉野源三郎 原作 

タイトル：しずかな魔女 

作：市川 朔久子  出版社：岩崎書店  ぶんるい：よみもの 91 

 
大手自動車メーカーのエリート社員・君嶋は地方の工場の総務部長に左遷され、ラグビー部のゼ

ネラルマネージャーを兼務することになる。ラグビーの知識も経験もない君嶋が、お荷物社会人ラ

グビーチームを再建できるのか。 

虫とりに行こうとしたら、小さい弟をつれていくことになったぼく。弟は歩くのがおそいし、

公園であそびたいっていうし、ぼくのじゃまばかりしてイライラ。ぼくは弟をほったらかして、

森のなかに入った。でも、ふときがつくと弟がみえなくて…。ある夏の日のおはなしです。 

タイトル：夏とおとうとと 

さく：ふくだ いわお  出版社：光村教育図書  ぶんるい：えほん 91 

 

作れる日は作りたいけど、毎日献立を考えることも、疲れてる時に副菜・メインなどを作ることも

けっこう大変ですよね。この本では、「パーティーごはん」をおすすめしています。少しラクして、楽

しいレシピで家族、おひとり様、おもてなしにもおすすめです。 

この本で学ぶことは、学校の理科で勉強することや、自然の不思議な現象、便利な機械の仕組み

などにもつながっています。実際に実験してみることで、理科が今まで以上に面白くなるはずです。

身のまわりにある道具を使って自宅で手軽にできる実験ばかりです。 

タイトル：とにかく盛り上がる夜ごはん 

著者名：小田 真規子  出版社：文響社  分類：596 

 中学 1 年生の草子は、学校に行くかわりに、図書館にかよっている。そんなある日、レファレ

ンスをおねがいした図書館司書の深津さんから「しずかな魔女」という、ふたりの少女のひと夏の

物語をしょうかいされます。その物語を読んだ草子の心に希望の変化が生まれます。 

 [2019.06.17 調べ] ※ランキングは常時変動します。 

 一般 [文学一般・日本文学] 
 

タイトル：ノーサイド・ゲーム 

著者名：池井戸 潤  出版社：ダイヤモンド社  分類：913 

 児童 [子どもの本] 

タイトル：理科がもっとすきになる！小学生のおもしろ科学実験 身近なふしぎを発見！ 

著者名：キッズ科学ラボ  出版社：メイツ出版  ぶんるい：子どもの本 40 

 

ホメロス、ドストエフスキー、夏目漱石といった文豪からニーチェ、ドラッカーまで、社会人であ

れば教養として知っておきたい古今の歴史的名著の数々を、作品の成り立ちや時代背景、あらすじと

いったポイントをイラスト入りで解説しています。ゼロからはじめる方、ピッタリの一冊です。 

タイトル：世界の名著 見るだけノート 

監修者名：福田 和也  出版社：宝島社  分類：028 

新着 新着 

 

５月４日(祝)、当館では初めての試みとなる、「第１回読 

書会」を開催しました。読書会は、参加者の方々が普段は 

手に取られないような本との出会いの場、１人の読書では 

得られない視点を提供し合う場、読書好きの方同士の語ら 

いの場になることを目指すものです。 

当日は幅広い年代の方々がご参加下さり、ご自身がお薦 

めしたい本をご紹介していただいて、終始和やかな雰囲気で実施することができました。 

当館では引き続き読書会の実施を計画しておりますので、皆さまのご参加をお待ちして 

おります。 

 

第１回 読書会 

② ナセ BA 英語多読サロン  
英語多読に取り組む方やこれから取り組もうと 

考えている方々が集まって、成果や感想、実践に 

ついて語り合う場を設けます。月 1 回の開催を予 

定しています。 
 
日時：第 1 回 8/24(土) 14:00～ 

会場：市立米沢図書館 ミーティングルーム 

定員：先着 20 名 

 

事前にお読み頂きたいテキストを以下の通り指定します。テキストは当館の蔵書のほか、

インターネット上の電子図書館「青空文庫」（https://www.aozora.gr.jp/）でも閲覧できま

す。当日はファシリテーター(案内者)の清野春樹先生(高校非常勤講師)のもとで、自由で伸

び伸びとした議論をしていただく予定です。今後は 1 月まで隔月での開催を予定していま

す。第 3 回は 9 月 7 日(土)に実施予定です。 

英語多読とは、易しい英語の絵本からスタートし、レベルを上げ

ながら多くの英文を読むことで、日本語に訳すことなく英語のまま

理解できるようになる読書法です。 

 

イベントの詳細は 
図書館 HP、チラシ等を 
ご覧ください。 


