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。

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
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-nomori.yonezawa.yamagata.jp
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10/5(火)～10/7(木) 燻蒸のため臨時休館
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17 英語多読
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28 [休館日]
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10/29(金)

18 時 45 分～19 時 45 分

ナイトバックヤードツアー★

10/29(金)～11/7(日)

終日

雑誌のリサイクル市*

10/30(土)～11/1(月)

9 時～15 時

本のリサイクル市*
ドキュメンタリー映画「ニューヨーク公共図書館エクス・リブリス」
無料上映会

11/3(水・祝)

15 時～16 時

ぬいぐるみのおとまりかい★

11/6(土)

11 時～15 時

走る図書館

[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
〒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
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2021 読書週間図書館フェア
10/29(金) ～ 11/7(日)

先

◆開館時間
[平日]
4 月～9 月 10:00～20:00
10 月～3 月 10:00～19:00

11 月
火
2

水
3

木
4

9

10

金
5

2021 読書週間図書館フェア

8

11

土
6

読書会

10/29(金) ～ 11/7(日)

12

13

日
7

ふるさと歴史
講座①

14
ふるさと歴史
講座②

15

16

17

18

19

20

23

24

25 [休館日]

26

27

29

28

英語多読
サロン

先
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水

7

8

木
2
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9
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土
4
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日
5
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14

15
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19
図書館多読
シンポジウム

20

21

22

23 [休館日]

24

25

26

よしまさ

は じ こ う

❖
会 期：令和３年 11 月 26 日(金)～令和４年１月 26 日(水)
開催場所：ナセ BA 中２階 先人顕彰コーナー

2018 年度からシリーズで開催している「写真で見る米沢のむかし」展。
その初回で、ナセ BA 周辺の平和通り商店街の写真パネルを展示しました。
それから３年余り経ちますが、ここ近年もだいぶ様変わりしてきました。
また、昔の賑わっていた平和通り周辺の様子を見たいとのご要望もあり、
もう一度平和通り周辺の写真パネルを展示します。

米沢ショッピングセンター
(平和通り商店街，昭和 45 年 8 月)

❖令和３年度 米沢市小中学校読書感想画展❖
期日：令和 3 年 12 月 8 日(水)～12 日(日) 10 時～18 時
会場：よねざわ市民ギャラリー（ナセ BA1 階）
入場料：無料

ウッディコンサート
先人顕彰コーナー 展示替

11 月 14 日(日)「翹楚篇を読む」
岡崎勝利氏・平賀陽子氏（米沢古文書研究会）

PART4：平和通り商店街リバイバル

12 月

13

会 場：置賜総合文化センター203 研修室
時 間：14 時～15 時 30 分(受付開始 13 時 30 分)
資料代：３回で 500 円
定 員：40 名
受付開始：10 月８日(金)～先着順

ぎょうそへん

のぞき

米沢市小中学生読書感想画展 12/8(水)～12/12(日)

先

「米沢藩の宗教政策と山岳信仰」
原 淳一郎氏（米沢女子短期大学 日本史学科 教授）

❖

6

ブックスタート

❖ふるさと歴史講座 ❖

11 月 21 日(日)「米沢藩の木版印刷と莅戸善政の「播時考」
青木昭博（市立米沢図書館 副館長）

30

1

カレンダーマーク
のご案内

＊リサイクル市は当館利用者カードをお持ちの方限定。1 日 1 人 5 冊まで。無料。
★バックヤードツアー、ぬいぐるみのおとまりかいは事前申込・抽選です。
10/15(金)までに、ウェブ上の申込フォーム、またはメール・FAX にてお申込み下さい。

11 月７日(日)

21
ふるさと歴史
講座③

22

自動車文庫「アタゴオル」を見学しよう！

詳細は、チラシや当館 HP、Twitter をご覧ください。

月
1

2021.10 市立米沢図書館

昨年のツアー
の様子 →

❖２０２１読書週間図書館フェア ❖

文学講座③

25

秋

文学講座①

サロン
文学講座②

18

図書館だより

vol.21

27

28

29

30

31

2022/1/1

1/2

年末年始休館日 12/29(水)～ 1/３(月)

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。

【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

❖ 図書館多読シンポジウム

❖

日時：12 月 19 日(日) 10 時 05 分～12 時
※前号で 10/3(日)開催とお知らせしましたが、
会場：伝国の杜 大会議室
感染症拡大防止のため延期しました。
主催：NPO 法人多言語多読・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：11 月頃より開始予定
「英語多読」とは、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
つく読書法です。提唱者である NPO 法人多言語多読理事 酒井邦秀先生をお招きし、講演・体験ワークショップ
を開催します。

新着

新着

タイトル：なぜ眠るのか 現代人のための最新睡眠学入門
著者：パトリシア･S.ダニエルズ 出版社：日経ナショナルジオグラフィック社

タイトル：くまがうえにのぼったら
さく：アヤ井 アキコ
出版社：ブロンズ新社
ぶんるい：えほん もも 91
山ぶどうの実にむちゅうになり、どんどん松の木をのぼっていくおおきなクマ。クマの重さにがま
んができなくなった松の木は、体をばねのようにしならせて、クマを夜空へ飛ばしてしまいます。ク
マはどんどん飛ばされて…。くいしんぼうのクマがおこす、まよなかのお話です。

分類：491.3

多忙な現代人は、日々の生活やストレスなどが原因で、眠りの質を下げてしまい、結果的に仕事や
健康に不調をもたらしているといわれています。最新の眠りの科学を、写真やイラストをふんだんに
使ってわかりやすく解説し、質の良い睡眠を得るためのさまざまな方法を紹介しています。

タイトル：絵本のいま 絵本作家 2021-22
編集：イラストレーション編集部
監修：西須由紀 他

出版社：玄光社

タイトル：ジュニアのためのスケートボード 完全上達バイブル
かんしゅう：全日本スケートボード協会
出版社：メイツ出版
ぶんるい：子どもの本 78

分類：726.6

東京オリンピックでも話題になったスケートボード。ストリートとパークごとにステップをふんで
技のむずかしさが高くなる構成です。上達するためのテクニックを、金メダリストの堀米雄斗選手の
写真や映像で見ることができる特典つき。

第一線で活躍する絵本作家の作品をプロフィールとともにご紹介。また、過去 2 年間に発刊された
注目の絵本、絵本にかかわる仕事をする人たちのコロナ下でのさまざま取り組み、絵本作家たちが
2019 年〜2020 年に愛読した絵本に関する特集などを掲載しています。

タイトル：ガラスの海を渡る舟
著者：寺地 はるな
出版社：PHP 研究所

タイトル：3 ツ星シェフ部！または、カリスマ料理人の俺様が、なぜ、お子様部活の顧問になったか。
さく：よしもと こゆき
出版社：学研プラス
ぶんるい：ティーンズ 91

分類：913.6

カリスマシェフの一ノ瀬豪太は、ひょんなことから高校の料理部の顧問になります。部員たちの料
理の腕は、そこそこ。でも、精神がまだまだお子ちゃま。そんな部員達を率いて、目指すは全国大会
優勝。一番の問題は、豪太の精神年齢もお子ちゃまなこと。笑って泣ける、青春小説です。

祖父の遺言で共にガラス工房を引き継いだ兄妹。人とかかわりが苦手な兄の道。何事もそつなくこ
なせるが、自分の個性を見つけられずにいる妹の羽衣子。衝突が絶えなかった二人が、とある依頼を
きっかけに、互いの存在を通して自分を見つめ直し、少しずつお互いを理解していく物語です。

タイトル：ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス
監督・録音・編集・製作：フレデリック・ワイズマン
発売：ポニーキャニオン

タイトル：パブリック 図書館の奇跡
製作・監督・脚本・主演：エミリオ・エステベス
発売：バップ
分類：DVD 778.7
大寒波で市のシェルターが全く足りない状況。そんなある日、行く宛のないホームレスたちが一晩だけ泊めてほし
いと図書館を占拠する事態に。大騒動に巻き込まれた図書館員の奮闘を軸に、ユーモアも交えて、いくつもの社会的
な問題をはらみながらも、温かな人間味に満ちあふれた感動作です。

２０２１ 夏休みこども図書館フェア 7/22(木・祝)～8/9(月・振)
＊ぬいぐるみのおとまりかい
毎回大人気のぬいぐるみのおとまりかいを、今年
も開催しました。このイベントは全国の図書館でも
大人気のイベントで、なんと『ぬいぐるみおとまり
かい』※1 という絵本も出版されています。
おともだちのぬいぐるみさんといっしょにおはな
しかいに参加して、その後ぬいぐるみだけ図書館に
おとまりします。夜の図書館でぬいぐるみたちはど
んな冒険をしたのかな？お迎えの時に、ぬいぐるみ
が冒険をした様子をまとめたミニアルバムと、事前
にお子さんの好きなことなどを伺い、その情報をも
とに選んだ絵本を、ぬいぐるみが選んだ絵本として
図書館で選び、その絵本の貸出を行いました。夜の
図書館での冒険の様子は図書館 Twitter でも紹介し
ていますので、ぜひご覧ください。
また秋の読書週間図書館フェアでもハロウィンバージョンのおとまりかいを開
催予定ですので、ぜひご応募ください。お待ちしております。
※1『ぬいぐるみおとまりかい』
（風木 一人//作、岡田 千晶//絵 岩崎書店 2014 出版）

他にも、
「バックヤードツアー」、
「本のお楽しみ袋」
、
「オリジナルガチャガチャ」
など楽しいイベントをたくさん行いました。また移動図書館「アタゴオル」に乗
って、図書館を飛び出して、万世コミセンさんと塩井コミセンさんでおはなしか
いを行いました。イベントをきっかけに、夏休みが読書の海に飛び込むような
期間になれたならば幸いです。

分類：DVD 016.2

19 世紀に建てられた荘厳な本館と、92 の分館を持つニューヨーク公共図書館。本を借りるだけではなく、地域
住民やあらゆる分野の研究者、アーティスト達がコンサートを開催したりする場所にもなっています。巨大な図書館
の裏側をつぶさに見ることができるドキュメンタリー映画です。

Ｑ．大活字本って何ですか？

読書会 報告

Ａ．一般的な本の文字が小さす

ぎて読むことができない高齢者
や視力が低い方に向けて、文字
を大きくしたり、読みやすい字
体で印刷されている本のことで
す。当館には約 2300 冊の大活
字本があり、利用者カードをお
持ちの方であればどなたでも借
りることができます。

同じタイトルの
単行本(左)と大活字本(右)

8 月 14 日(土)、今年度第 2 回目の読書会「没後 40 年 向田邦子を読む」を
体験学習室にて開催しました。
40 年前の 8 月に不慮の事故で急逝した作家・脚本家の向田邦子をテーマとし
たこの読書会には、向田作品を愛する同好の士が集われ、好きな作品や作品にま
つわる思い出、脚本を書いたテレビドラマで特にお薦めの作品、生き方への憧憬
や共感、逝去時の衝撃など、話題の尽きない語らいの場となり、向田邦子の根強
い人気を改めて確認させられる催しとなりました。

読書会 予告
日時：11 月 6 日(土) 14 時～15 時 30 分 会場：ナセ BA1 階・体験学習室
定員：先着 10 名
申込：配布チラシの申込用紙またはメールにて

[2021.9.13 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]
1．ブラック・ショーマンと
名もなき町の殺人
東野 圭吾‖著
2．琥珀の夏
辻村 深月‖著
2．小説 8050
林 真理子‖著
2．元彼の遺言状 新川 帆立‖著
2．むらさきのスカートの女
今村 夏子‖著
6．月下のサクラ 柚木 裕子‖著

児童 [子どもの本]
1．人体のサバイバル 2
2．妖怪俳句
2．おしりたんてい
あやうしたんていじむしょ
2．植物世界のサバイバル 1
2．エネルギー危機のサバイバル 2
2．自然史ミュージアムのサバイバル 1
2．自然史ミュージアムのサバイバル 2

第 3 回読書会は、図書館がテーマの 2 本の映画、
『ニューヨーク公共図書館 エ
クス・リブリス』
『パブリック 図書館の奇跡』をご覧になった方を対象とした語
らいの場として「映画の読書会」を行います（両作品とも DVD を所蔵していま
す）。また、読書週間図書館フェア期間中には、『ニューヨーク公共図書館 エク
ス・リブリス』の上映会を行います。
『ニューヨーク公共図書館
エクス･リブリス』
デジタル配信中
ブルーレイ＆DVD 発売中
ブルーレイ：\7,480(税込)
DVD：\6,380(税込)
発売･販売元：ポニーキャニオン
©2017 EX LIBRIS Films LLC
All Rights Reserved

『パブリック 図書館の奇跡』
Blu-ray＆DVD 発売中
発売･販売元：バップ
©EL CAMINO LLC.
ALL RIGHTS RESERVED.

