
 

「英語多読」とは、多読三原則「１．辞書を引かない ２．分からないところは飛ばす ３．つまらなくなっ

たら別の本に移る」に従って易しい単語数語の絵本から読み始め、少しずつレベルを上げて読み進めるうちに英

語の力がつく読書法。この提唱者 NPO 法人多言語多読理事 酒井邦秀先生を招いて図書館多読シンポジウム

が米沢市で開催されます。基調講演・多読体験ワークショップにはどなたでも参加できます。この機会に「勉強

しない英語獲得法」英語多読を体験してみませんか？多読を実践されている方も是非参加下さい。 

※詳細はちらし、または図書館 HP をご覧ください。 

燻蒸とは、気体の薬剤を用いて、本につく虫やカビを防除・殺菌することです。２日程度時間をかけ、密封し

た空間で無人の状態で作業を行わなければなりません。利用者の皆様にはご不便おかけしますが、ご理解ご協力

のほどよろしくお願いします。 
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第２回 読書会 

8/28(金) 

～9/23(木・祝)

祝) 

英語多読 
サロン 

〒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 

❖「新聞記事で振り返る夏季オリンピック 1952～1988」❖ 

 詳細は、中面を 

ご覧ください。 

 

❖「新聞記事で振り返る 災害と防災」❖ 
先 

カレンダーマーク 
のご案内 

先人顕彰コーナー （多目的展示室） 

 詳細は、中面を 

ご覧ください。 

 

夏休みこども図書館フェア 7/22(木・祝) ～ 8/9(月・振) 

読書会 

英語多読 
サロン 

【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 
 

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。 

ナセＢＡは、 を迎えました！ 

2021.7 市立米沢図書館 
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  

２０２１  

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。 

vol.20 

図書館だより 

7/22(木・祝) 

 ～8/9(月・振) 

 

夏 

ナセ BA は、2021 年 7 月 1 日で開館 5 周年を迎えました。その間、来館者 100 万人を達成する 

など、多くの皆さまにご来館いただきました。今後も、読書や芸術文化をより一層身近に楽しめる、皆さまの 

憩いの場所となれるよう取り組んでまいります。 

英語多読 
サロン 

ウッディ 
コンサート 

先 

燻蒸
く ん じ ょ う

のための ナセＢＡ全館休館日 

先人顕彰コーナー 展示替 先 

ブックスタート 

◆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 
施設点検日 

 
◆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 

袋の中にはどんな本が入っているのかな？家族で楽しめるテーマごとの 

本が入った「お楽しみ袋」や、図書館オリジナルガチャガチャなどを通し 

て、いろいろな本に出会ってみませんか？他にも事前申込制（抽選）の 

バックヤードツアーや、夜の図書館をぬいぐるみたちが探検する「ぬいぐ 

るみのおとまりかい」などを実施します。 

また、一般特集コーナーでは読書感想文におすすめの本の展示を、児童 

特集コーナーでは自由研究・工作に役立つ本の紹介を行います。※詳細はちらし、または図書館 HP をご覧ください。 

先 夏休みこども図書館フェア 
7/22(木・祝) ～ 8/9(月・振) 

7/22(木・祝) 

 ～8/26(水) 

 

先人顕彰コーナー （多目的展示室） 

8/14(土) 

10/3(日) 

時間：10：05～12：00  場所：伝国の杜 大会議室 

主催：NPO 多言語多読・市立米沢図書館(米沢上杉文化振興財団) 

定員：50 名程度      参加費：無料 

申込：9 月上旬より予定 

10/5(火) 

～10/7(木) 

 



 

 

 

  

5 月 8 日(土)、体験学習室にて今年度第 1 回目の読 

書会を開催しました。1 年ぶりの再開となった今回は 

テーマを「コロナ禍の中で読んだ本、考えたこと」と 

題し、未曽有の状況下にあって、どんな本を読み、ど 

のようなところが印象に残ったか、また、どのような 

ことを考えたかについて、自由に語り合っていただきました。 

参加者の皆さんが紹介した本も自然科学から文学までバラエティに富み、語ら

う内容も、読書することの価値や期待される図書館の役割まで多岐に亘り、和や

かな場となりました。 

1．干潟のサバイバル１ 
 
1．竜巻のサバイバル 
 
3．わけがわかる中学理科 

学研プラス‖編 
 
4．二平方メートルの世界で 

前田 海音‖文 
 
4．とらっく バートンののりものえほん 2 

バイロン・バートン‖さく・え 

1．ライオンのおやつ 
小川  糸‖著 

 
1．希望の糸    東野 圭吾‖著 
 
3．白鳥とコウモリ 

東野 圭吾‖著 
 
3．52 ヘルツのクジラたち 

町田 そのこ‖著 
 
3．推し、燃ゆ 宇佐見 りん‖著 

 一般 [文学一般・日本文学] 
 

 [2021.6.17 調べ] ※ランキングは常時変動します。 

商店がいの福引で男の子が当てたとくしょうは「ひえひえひんやりツアー」と書いてある旅行けん。

その夜、家にドクロがむかえにやってきて「ひえひえランド」という氷の国へ行くことに。ひやしちゅ

うかにアイスに氷ぶろ…。ひえひえの世界を旅する、楽しくてちょっぴりこわ～いおはなしです。 

今回は、没後 40 年を迎える作家・脚本家の向田邦子を採り上げたいと思いま

す。 

1981 年(昭和 56 年)に航空機事故で急逝した向田邦子の残した作品は、その

死から約半世紀の時間が過ぎてなお、広く読み継がれています。向田作品の中で

も小説が好きな方、エッセイに愛着がある方、あるいはテレビドラマに思い入れ

がある方など、多くの方のご参加をお待ちしています。 

※詳細はちらし、または図書館 HP をご覧ください。 

新着 

 

新着 

 

第２回 読書会 

ナセ BA1 階 エ 

レベーターホール 

に「ナセ BA 暮ら 

しに役立つ情報コ 

ーナー」を設けま 

した。当館に寄せ 

られたチラシ、パ 

ンフレット等をま 

とめて「助成・補 

助金」「相談」「地域情報・広報」に分けて掲示し、皆様の暮

らしに役立つ情報を提供して参ります。ご活用下さい。 

2021 年度より、新たに以下の 12 誌の受入を開始しました。皆さまのご利用をお待ちしています。 

 児童 [子どもの本] 

タイトル：ノマド 漂流する高齢労働者たち 

著者：ジェシカ･ブルーダー  訳：鈴木 素子  出版社：春秋社  分類：361.8 

「吾妻健三郎と大橋乙羽 ― 明治期２人の編集者 ―」講演会 

現在開催中の「吾妻健三郎と大橋乙羽― 

明治期２人の編集者―」展。その関連企画 

として、千葉正昭先生(元米沢女子短期大学 

教授)による講演会を開催しました。米沢出 

身で明治期に東京で活躍した吾妻健三郎と 

大橋乙羽について、その略歴を紹介すると 

ともに、特に大橋乙羽の近代文学における 

編集者としての位置づけ、尾崎紅葉や樋口一葉らとの交流関係を交えながらお話

してくださり、展示の内容をより深めていただきました。 

 2021 年 7 月開催予定のオリンピック東京大会に併

せ、7 月 22 日(木･祝)～8 月 25 日(水)、当館所蔵の当

時の新聞を使用した展示を開催します。 

また、東日本大震災から 10 年となる節目の年の防災

月間に併せ、8 月 26 日(金)から 9 月 23 日(木･祝)まで、

「新聞記事で振り返る災害と防災」と題し、同じく当時

の新聞を使用して、戦後の日本列島を襲ったさまざまな 

災害を振り返る展示を開催します。 

2000 年代アメリカで、その場限りの仕事を求めて大移動する数百人の「ノマド」。ジャーナリストの 

著者は、彼らと過ごした２万 4000 キロの旅から、知られざるアメリカ、そしてリタイアなき時代の過酷 

な現実を取材しました。第 93 回アカデミー賞 作品賞・監督賞・主演女優賞獲得した映画の原作本です。 

日時：2021 年 5 月 30 日(日) 14 時～15 時 30 分 

講演：千葉正昭先生 

場所：ナセ BA1 階 体験学習室 

 

また、貸出利用状況を踏まえ、『LEON』『月刊文化財』『レコード芸術』『AUTO CAMPER』の各誌について、 

2020 年度をもちまして受入を停止しました。 

先人顕彰コーナー （多目的展示室） 

 
❖「新聞記事で振り返る夏季オリンピック 1952～1988」❖ 

タイトル 刊行頻度 内 容 

SWITCH（スウィッチ） 月刊 ライフスタイル 

Pen（ペン） 月刊 カルチャー・ライフスタイル 

OCEANS（オーシャンズ） 月刊 
男性向けファッション・ 
ライフスタイル 

LEE（リー） 月刊 
女性向けファッション・ 
ライフスタイル 

STORY（ストーリー） 月刊 
女性向けファッション・ 
ライフスタイル 

NHK 趣味の園芸 やさいの時間 隔月 家庭菜園・園芸 

文字の大きな時刻表 季刊 JR 各線の時刻表 

ROCKIN'ON JAPAN（ロッキンオンジャパン） 月刊 音楽 

ベースボールマガジン 隔月 野球 

BASEBALL YAMAGATA（ベースボールヤマガタ） 季刊 地域スポーツ（野球） 

モンテディオ山形ファンマガジン RUSH（ラッシュ） 月刊 地域スポーツ（サッカー） 

文藝 季刊 文芸 

 

暮らしに役立つ 
情報コーナーができました！ 

新規受入雑誌が配架された雑誌コーナー 

日時： 8 月 14 日(土) 14 時～15 時 30 分 

会場：ナセ BA1 階 体験学習室 

定員：10 名   参加費：無料 

申込：7 月 5 日(月)より、メールまたは申込用紙（館内配布、HP で公開） 
にてお申し込みください。 

 

タイトル：ひえひえひんやりツアー 

さく：楠 章子  出版社：あかね書房  分類：えほん もも 

タイトル：にっぽん百名山 13 東日本の山 3 

発売元：NHK エンタープライズ  分類：DVD291.0 

第１回 読書会 

NHK の人気番組 『にっぽん百名山』の DVD です。山を知り尽くした経験豊富なガイドに導かれ、

自らが登山道を歩いているような主観映像を駆使し、空撮や三次元マップを用いてわかりやすく魅力を

伝えます。百名山最北の山、海に浮かぶ霊峰「利尻山」や、飯豊山、吾妻山なども収録されています。 


