
 

今年で５回目を迎える写真パネル展。毎年、大変

ご好評をいただいておりますが、今回は「米沢駅の

ある風景」と題して、米沢市の玄関口である米沢駅、

駅周辺の移り変わりを写真で展示します。 

明治 32年（1899）に奥羽南線米沢―福島間が開

通してからおよそ 120年あまり。「米沢停車場通り」

と呼ばれていた明治期から大正期の桜並木通り。平

成 4年（1992）には山形新幹線が開業し、その翌

年には新駅舎が完成しました。大きく様変わりをし

てきた米沢駅と周辺の歴史を写真で振り返ります。 

 

 

  2022 年7 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 

25 26 27 28[休館日] 29 30 

 

31 

  2022 年8 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 25[休館日] 26 27 28 

29 30 31     

  2022 年9 月      

月 火 水 木 金 土 日 

   1 ２ 3 4 

5 6 [休館日] 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   

 

 
↰ 

講演日：9/4(日) 13時 30分～16時(受付開始13時) 

講師：鈴木 彰 氏(立教大学文学部 教授) 

   宮腰 直人 氏(同志社女子大学表象文化学部 准教授) 

     南郷 晃子 氏(桃山学院大学国際教養学部 准教授) 

会場：ナセBA １F 体験学習室 

対象：一般(先着 20名) 

資料代：500円 

受付開始：8/1(月)10時～ 

申込み：電話 0238-26-3010、受付フォーム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

夏休みこども図書館フェア 7/29(金) ～ 8/14(日) 

◆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 

2022.7 市立米沢図書館 

7/29(金) 
 ～8/14(日) 
 

2022夏休みこども図書館フェア 

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 

 詳細は、中面を 

ご覧ください。 

 

ブックスタート 

※7 か月児健康教室時実施 

〒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：https://www.library. 

yonezawa.yamagata.jp/ 
Twitter：@yonezawalibrary 

先人顕彰コーナー 展示替 

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。 

8/26(金) 
～10/26(水) 

 

先 

カレンダーマーク 
のご案内 

英語多読
サロン 

❖関連イベント 8/28 ワークショップ開催❖ 

会場：ナセ BA 中 2 階 先人顕彰コーナー（多目的展示室） 

vol.24 

英語多読
サロン 

図書館だより 夏 

ウッディコンサート 

6/24(金) 
 ～8/24(水) 
 

【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。 

文学講座を開催します  

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。 
https://www.denkoku-no- 

mori.yonezawa.yamagata.jp 
 

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、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」、小学校高学年を対象にした読書会などを実施します。 

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。 

 

夏休みこども図書館フェア 
7/29(金)～ 8/14(日) 

ミニ 
おはなしかい 

❖先人顕彰コーナー「古典籍の世界―当館所蔵資料から―」合同企画❖ 

ミニ 
おはなしかい 

ミニ 
おはなしかい 

米沢駅 昭和 52 年(1977) 

英語多読
サロン 

  33回目を迎える文学講座。今年は、先人顕彰コーナー「古典籍の世界―当館所蔵資料から―」とコラボ企画

として開催します。 

 当館所蔵の古典籍を題材にして３人の講師の先生方より、最新のご研究の動向や当館の古典籍の特徴などお話

していただく予定です。どうぞこの機会に奮ってご参加ください。 

※例年は、３回連続での開催講座でしたが、今年は１日開催となります。 

本のお楽しみ袋(2021) 

 

先 

停車場通り桜並木(明治末～大正頃) 

9/4(日) 



 

 

  
 お花の中できゅうけいしていたマメコバチのテオは、大きくておいしそうなフルーツを見つけ

ます。テオは、みんながよろこぶことをしたい！と、そのフルーツでタルトを作ることに。俳優

としても活躍する著者の自然教育絵本第 7作です。 

タイトル：言葉のアップデート術 モヤッとする一言を、スッと伝わる一言に変える。 

著者：小竹 海広  出版社：クロスメディア・パブリッシング  分類：809.4 

 炊飯器を炊飯だけに使っているのはもったいない！？「普通モード」「早炊きモード」などを使
いこなせば、煮込み料理や具だくさんスープ、パンやデザートまで作ることができます。主菜と副
菜が同時にできるレシピのほか炊飯器のお手入れ方法も掲載された、初心者にも安心な 1冊です。 

 生んでくれた「お母さん」と、育ててくれた「ママ」、２人の母がいる主人公の宙(そら)。２人

の母がいることが「さいこーにしあわせ」だった幼少期から、人のためにごはんを作ることの喜

びに気付く青年期までが描かれています。『52ヘルツのクジラたち』の著者がおくる感動作です。 

タイトル：宙ごはん 

著者：町田 そのこ  出版社：小学館  分類：913.6 

 日常生活やビジネスシーンでインターネットや SNSが当たり前になった今、言い方や伝え方に

迷っていませんか？そんな時、「ひとこと変えるだけ」で受け取る相手も自分も前向きになれるよ

うに、コピーライターである著者が新しい時代の言葉について伝えます。 

❖関連企画❖ワークショップ 「あるほなつきの本つくろう！！」 
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 法律改正により、今年の 4 月から成年年齢が 18 歳になりました。今までより 2 年早く大人

になる準備が必要な若者たちに向けて、「世の中を渡っていくために最低限必要なこと」が図と

共にわかりやすく解説されています。未来を生き抜くヒントがつまった 1冊です。 

新着 新着 

  

タイトル：星座と神話大じてん 星座の見つけ方と 32編の夜空のおはなし 

著者：永田 美絵  出版社：成美堂出版  ぶんるい：よみもの 91 

タイトル：ハチのテオ、おてつだいのレシピ 

作：香川 照之  絵：ロマン トマ  出版社：講談社  ぶんるい：えほんもも 91 
タイトル：炊飯器でラクチンレシピ 

著者：阪下 千恵  出版社：ワン・パブリッシング  分類：596 

タイトル：これから大人になる君たちへ 学校では教えてくれない未来を生き抜くヒント 

かんしゅう：池上 彰  出版社：KADOKAWA  ぶんるい：子どもの本 30 

5 月 8 日（土）、今年度第 1 回目となる読書会「私の人生の一冊 絵本編」を体

験学習室にて開催しました。 

小学生から中高年の方まで幅広い年代の方にお集まりいただき、子どもの頃の

記憶や、ご自身の子育ての経験を振り返ってな

ど、参加者一人一人の思い出に密着した絵本に

ついての語らいで大いに盛り上がり、絵本の持

つ力や、子ども時代に絵本に触れることの大切

さが再認識できたように感じらました。 

会の最後には、当館職員によりウクライナ民

話『てぶくろ』の読みきかせを行い、平和への

祈りを新たにしました。 

第１回 読書会 

＊イベント（図書館とよねざわ市民ギャラリーや 

米沢市上杉博物館のイベント・資料を紹介） 

＊新聞書評掲載本、映像化原作本、受賞本 

＊トレンド・ボックス（社会の動向や流行に関する資料を紹介） 

 

 

 

 [2022.6.23 調べ] ※ランキングは常時変動します。 

 季節の星座にまつわる知識や見つけ方などをわかりやすく解説。また、星座と結びついた 32

編のギリシャ神話も美しいイラストとともに紹介されています。今年の夏はギリシャ神話といっ

しょに、星空を楽しんでみませんか。 

1．月下のサクラ  
柚月 裕子‖著 

1．六人の噓つきな大学生  
浅倉 秋成‖著 

3．チョウセンアサガオの咲く夏  
柚月 裕子‖著 

4．マスカレード・ゲーム  
東野 圭吾‖著 

4．小説 8050  
林 真理子‖著 

 
 
 

 
２か月毎に内容を変えてお届けしているメイン 

の特集コーナーに加えて、様々なテーマを設けて 

資料を紹介していきます。 

 

1．ぐりとぐらの 1・2・3  

1．ぐりとぐらのあいうえお  

          なかがわ りえこ‖作 

3．パンどろぼう  柴田 ケイコ‖作

3．チャレンジミッケ！2 

ウォルター ウィック ‖作 

3．おしりたんてい  

あやうしたんていじむしょ  

トロル‖作 

                                          

 

 一般 [文学一般・日本文学] 
 

山形在住のユニット、あるほなつきが手掛ける創作絵本シリーズ。泣いたり笑ったり、様々

な表情の「木の玉っころちゃん」たちが紡ぎだすショートストーリーは、家族のお話からちょ

っと深い宇宙のお話などバラエティ豊か。赤ちゃんから大人まで幅広く楽しめる内容です。 

当館の資料中には、直江兼続ゆかりの史料や藩校興譲館由来のものなど、米沢

の歴史をひもとくときに大変重要な古典籍や 

古文書が多く残されています。当館の古典籍 

を代表する書籍、またその古典籍は様々な書 

籍の形態で綴じられていますが、その和装本 

の種類を紹介しながら、当館の貴重な古典籍 

を展示します。 

 

日時：8/28(日) 13～16時 

講師：あるほなつき さん 

制作本：糸とじ本・簡易製本・ご朱印帳(3種つくります) 

対象：中学生以上 

定員：15名(先着順) 

参加費：500円 

受付開始：8/1(月)10時～ 

申込み：電話 0238-26-3010、受付フォーム ➞ 

    

ほんの少しの時間だけのお楽しみ！おは

なしかいを 10 分間のミニバージョンで再

開しました。大型絵本や小さい絵本など、

いろいろな絵本の読み聞かせをします。事

前申し込みは不要です。ぜひ聞きにきてね。 

トレンド・ボックス 

対象年齢：幼児～小学校低学年 

日時：毎月第 2土曜日 11時～11時 10分 

           14時～14時 10分 

場所：こどもカウンター近く 

「ひおけのそうし」（米沢善本 200） 

 児童 [子どもの本] 

タイトル：木の玉っころちゃん るーつ企画の写真絵本 1～3 

文・絵・写真：あるほなつき  出版社：るーつ企画  分類：えほんもも 91 

 

俳優の眞島秀和氏が地元である米沢を巡りながら、「大好きな故郷米沢」の魅力を伝える写真集。
思い出が詰まった母校や上杉神社、米沢図書館などを背景に、全編米沢ロケで制作されました。
巻末には米沢のオリジナルマップも収録。米沢の魅力を再発見できる写真集です。 

読書会の様子 

タイトル：Home 眞島秀和 PHOTO BOOK 

著書：眞島 秀和  出版社：トゥーヴァージンズ  分類：郷土 778.2 

企画展『古典籍の世界-当館所蔵資料から-』 & ワークショップ 

❖ 期間：8/26㈮～10/26㈬  

❖ 会場：ナセBA 中 2階 先人顕彰コーナー（多目的展示室） 


