
毎年好評のひと昔前の写真展。今年は、米沢の祭り

と年中行事に焦点を当てます。 

菊地秋良氏の写真 

集『ふるさとのくら 

しとまつり―置賜地 

方の歳時―』より、 

昭和 40～50 年代の 

米沢に暮らす人々の 

ハレ（お祭などの非日 

常）の場を紹介いたし 

ます。 

 

 

 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[休館日] 23 24 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 

30 

24 25 26[休館日] 27 28 29 

 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[休館日] 25 26 27 

28 29 30 31 2021/1/1 1/2 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

展示期間：11 月 27 日(金)～ 2021 年 1 月 27 日(水) 
（休館日：１２/２４、２８～１/３） 

会場：ナセ BA 中２階 先人顕彰コーナー 

先 

カレンダーマーク 
のご案内 

ブックスタート 

〒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 

ふるさと
歴史講座 

年末年始休館日 12/29(火)～ 1/３(日) 

米沢市小中学生読書感想画展 
12/9(水)～12/13(日) 

「写真で見る米沢のむかし Part3」 

例年好評のふるさと歴史講座。今年は、米沢城・城下町のテーマで開催します。 
 
第１回 11/10(火) 

佐藤正三郎氏（米沢市上杉博物館 主任学芸員） 

「米沢城内の御殿―図面と古文書で読み解く―」 
 
第２回 11/17(火) 

青木昭博（市立米沢図書館 副館長） 
「城下町米沢の町名（一）」 

 
第３回 11/24(火) 

青木昭博（市立米沢図書館 副館長） 

「城下町米沢の町名（二） 付 米沢城御三階について」 

◇場所：置賜総合文化センター 203 研修室 

    （例年と会場が異なります。ご注意ください。）  
◇時間：３回とも 18:30～20:00（受付 18 時～）  
◇資料代：500 円（３回で） 

申込み：図書館カウンター、電話、メールにて 
 

[市立米沢図書館 郷土資料担当] 
☎ 0238－26－3010 

メール tosyokan@library.yonezawa.yamagata.jp 

2020 読書週間図書館フェア 10/23(金)～11/8(日)まで 

ふるさと
歴史講座 

ふるさと
歴史講座 

◆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 
 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 

2020 読書週間図書館フェア 10/23(金)～11/8(日)まで 

文学講座 

湯立て（笹野山神神社） 
菊地秋良氏撮影 

１Ｆ 学習室  

・申込みは不要です。 
 
・3 時間の入替制です。 

（①9 時～12 時 ②13 時～16 時 ③17 時～20 時） 
 
・各回の間に除菌及び換気を行っています。 

 

2F 閲覧席・パソコン使用優先席・こども優先席 

・申込みが必要です。カウンターで開始時刻を記入した 

受付カードをお受け取りください。 
 
・おおむね 3 時間以内の利用をお願いします。 
 
・「閲覧席」・「こども優先席」は窓に面している席です。 

 

2020 読書週間図書館フェア 
10/23(金)～11/8(日)まで 

2020.10 市立米沢図書館 

vol.17 

図書館だより 

＊第35回 ふるさと歴史講座を開催します＊ 

秋 

英語多読 
サロン 

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。 

＊1F学習室と 2F閲覧席の利用について＊ 

文学講座 

【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 

＊先人顕彰コーナー＊ 

英語多読 
サロン 

先人顕彰コーナー 
 

「秋山庄太郎と米沢」（～10/21迄） 
 
「写真で見る米沢のむかし３」 

（11/27～1/27 迄） 

 

英語多読 
サロン 

先 

明和 6 年御城下絵図（当館蔵） 

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。 

令和２年度 

＊ ＊ 

市内の小中学校から

応募された作品を、よね

ざわ市民ギャラリー（ナ

セ BA1 階）で展示しま

す。入場無料となってお

りますので、お気軽にお

立ち寄りください。 
 
※作品は各学校で取りま
とめの上の応募となりま
す。 

展示日時： 

12 月 9 日(水)～13 日(日) 

10：00～18：00 

昨年の読書感想画展の様子 

9 月 1 日(火)より、ナセ BA は滞在時間の制限をなくしましたが、座席数を減らしているため、多くの皆様にご利用

いただけるように 1 階の学習室と 2 階の閲覧席・パソコン使用優先席・こども優先席についてはおおむね 3 時間以内

のご利用をお願いしております。なお、10 月 1 日(木)時点の状況ですので、今後利用方法が変更となる場合がござい

ます。その際は、館内掲示や HP、Twitter でお知らせをして参ります。 



 

 

 

 

  

タイトル：うみのとしょかん あらしがやってきた 

作：葦原
あしはら

 かも  絵：森田 みちよ  出版社：講談社  ぶんるい：よみもの 91 

タイトル：薬膳的家ごはんレシピ 安くできて、簡単で、おいしすぎる 

著者：deco  出版社：すばる舎リンケージ  分類：596.2 

夢枕獏さんや穂村弘さんの本棚をはじめ、作家、書評家、デザイナー、コレクター、本好き、33

人の壮観な本棚を写し撮った写真集です。貴重書、豪華本からシリーズ揃い、100 均の本まで。ぎ

っしりみっしり、圧倒、圧巻の本棚をご覧ください。 

タイトル：10 代の「めんどい」が楽になる本 

著者：内田 和俊  マンガ：石山 さやか  出版：KADOKAWA  分類：ティーンズ15 

1. おしりたんてい  トロル‖さく･え 
ププッゆきやまのしろいかいぶつ!?  

1. ブロード街の 12 日間 
デボラ･ホプキンソン‖著  

1. 宇宙のサバイバル 2  
1. 宇宙のサバイバル 3  
5. 小学生なら知っておきたい教養 366 

1 日 1 ページで身につく! 
齋藤 孝‖著 

 一般 [文学一般・日本文学] 
 

 児童 [子どもの本] 

10 代は、「めんどいこと」が次々と目の前にあらわれ、心がザワザワしやす

い時期。気持ちを切りかえたくてもなかなかできないのでは。そんな皆さん

に、見落としがちな「考え方」や「対処方法」を紹介しています。 

1. 流浪の月     凪良ゆう‖著 
 
1. 検事の信義[佐方貞人シリーズ] 4 

柚月裕子‖著 
 
３. クスノキの番人 東野圭吾‖著 
 
３. さよならの儀式 

宮部みゆき‖著 
 
3. 希望の糸     東野圭吾‖著 

＊本のお楽しみ袋 ～どんな本が入っているかな？～   
テーマにそって選んだ本を３冊パックにして、 

本のお楽しみ袋を作成し、フェア期間中、一般特集 

コーナーの棚で開催しました。中の本は借りてみて 

からのお楽しみ。「たんけん」「いきもの」「こころ」 

などのジャンルごとに、幼児・小学校低学年・小学 

校高学年の対象年齢別に本を選びました。また、お 

楽しみ袋の一部は、家族みんなでお家で楽しんでも 

らえるよう、同じテーマで子ども向けと大人向けを 

用意した６冊パックも準備しました。 

はじめての企画でしたが、大変好評でフェア期間 

中準備した本の８割が借りられました。お楽しみ袋 

におすすめ内容のカードをつけていましたが、そち 

らにコメントが添えられて戻るといううれしいこと 

もありました。 

自分では手に取らなかったかもしれない本との一つの出会いや、本について家族や

友だちと話してみるきっかけになったのならば幸いです。 
 
他にも、ゆったり読書＆ミニバックヤードツアー、自動車文庫アタゴオルの展示と

見学、本を借りると回せる占いつき図書館オリジナルガチャガチャ、ナセ BA 周辺を

紹介した Twitter 更新などを行いました。いつもとはちょっと違う夏休みでしたが、

図書館を利用して楽しんでもらえたようでした。 

小学校の夏休み期間にあわせて、フェアを開

催しました。また今年はお家でも楽しめるよう、図書館

初！図書館紹介やよみきかせの動画も作成しました。 

タイトル：上杉謙信 

著者：山田 邦明  出版社：吉川弘文館  分類：Ｋ289 

タイトル：生き物サバイバル 学研の図鑑 LIVE 

監修：小宮 輝之  出版社：学研プラス  ぶんるい：児童レファレンス R48 

 

皆様から寄せられる質問にお答えします。今回は「レファレ

ンスサービス」です。 
 
Ｑ．レファレンスサービスって何ですか？ 

Ａ．調べもののお手伝いをする図書館のサービスです。お探しの

本の探し方や、調べものに必要な資料や情報をご案内します。当

館では、特に郷土資料に関するレファレンスに関して HP 上に受

付フォームを設けています。 
 
Ｑ．宿題の答えを教えてもらえますか？ 

Ａ．宿題の答えを教えることはできません。その他、身上相談、

法律相談、医療相談等お答えできない質問があります。手助けに

なるような資料や機関等の情報に関してのみご案内します。 

江戸時代以降、書物や様々なメディアによって形成されてきた上杉謙信像。

「義の武将」と称された謙信の実像とは。近年の研究や、数多く残された書

状や発給文書から、その実像に迫った一書です。  

  

「すぐに疲れる」「風邪気味」「肌があれる」「便秘」…。病院に行くほどでもないけれど、ちょっと

体に不調があるとき、毎日の食事で調整できればいいですよね。薬膳的家ご飯と言っても、どこの家

の冷蔵庫にも入っているような平凡な食材、ごく簡単な調理法でレシピを紹介しています。 

生き物たちは生きぬくためにたたかい、あるものは相手を食べ、あるものは食べられてしまいます。

生きぬくために、てきが少ないきびしいかんきょうをえらんだり、だれも食べないものを食べたりす

るものもいます。地球上でいっしょにくらす、さまざまな生き物をしらべてみませんか。 

タイトル：絶景本棚 2 

編集：本の雑誌編集部  出版社：本の雑誌社  分類：024.9 

ここは、海の中にある図書館。あらしがやってきたので、ヒラメは本を岩のかげにひなんさせます。

あらしがさり、本が無事かどうか見に行ってみると…。本好きのアオザメと、図書館員のヒラメを中

心に、図書館にやってくる海の生きものたちがくりひろげる４つのおはなしです。 

 [2020.9.18 調べ] ※ランキングは常時変動します。 

ながーい、おなら。つよいっ、おなら。おそ～い、おなら。ぞうさんやキリンさんのおならは

どんなおならかな？お子さまもいっしょにぷうぷう、ぶうぶう、声を出して楽しめるはずです。

現役の保育士や元保育士の声をもとにした絵本です。 

タイトル：おならしたのだぁれ? 

作：加納 徳博  出版社：サンクチュアリ出版  ぶんるい：小さいえほん91 

期間・日時 場 所 イベント 

10/23(金) 
～11/25(水) 

中 2 階 
先人顕彰コーナー 

特別展示 
「あの日あの時 

あの特集」 

ナセ BA開館からこれまで紹
介してきた特集コーナーを振
り返ります。 

10/23(金) 
～11/8(日) 

中 2 階 
先人顕彰コーナー 

本と雑誌の付録抽選会 
（応募受付） 

利用者カードをお持ちの方に
限り、応募を受け付けます。 

2 階 
一般特集コーナー 

秋のお楽しみ袋 
ラッピングの中にどんな本が
入っているかは、借りてから
のお楽しみ。 

2 階 
ミーティングルーム 

雑誌のリサイクル市 

利用者カードをお持ちの方に
限り、保存期限の過ぎた雑誌
を差し上げます。 
＊1 日 1 人 5 冊まで。 

10/24(土) 
(18:45～19:45) 

館 内 
ナイトバックヤード 

ツアー 

図書館閉館後の裏側をご案内
します。 
＊先着 10 名、事前申込制（メ
ール・FAX・カウンターにて
受付）。 

10/31(土) 
(11:00～11:30) 

1 階 
体験学習室 

おはなしかい 
（サークル夢空間） 

絵本や手遊び、大がたしかけ
絵本などの読みきかせを行い
ます。 
※受付で名前と連絡先の記入
のご協力をお願いします。 

11/7(土) 
(14:00～14:30) 

1 階 
体験学習室 

おはなしかい 

ハッピーハロウィン！秋のお
はなしを楽しみましょう。 
※受付で名前と連絡先の記入
のご協力をお願いします。 

 

タイトル：数学者の夏 

著者：藤本 ひとみ  出版社：講談社  分類：913.6 

天才高校生、上杉和典は校内の理数工学部に所属している。和典はひとりリーマン予想に取り組

むため、長野の山奥で夏休みを過ごすことにした。だが、不注意により書き込みをしていた紙を飛

ばしてしまう。一部を回収できなかったその紙が原因で、村を揺るがす事件に巻き込まれていく。 

オリジナルガチャガチャ 

本のお楽しみ袋書架 

 


