
 書店員が選ぶ本屋大賞があるのなら図書館員が選ぶ賞があってもいいのでは？ 
 本のエキスパートである図書館員が選んだ本はきっと面白いに違いない！ 
 そんな想いからこの「山形県図書館大賞」は生まれました！！ 
 今回のテーマは「秋の夜長にしみじみと味わって読みたい大人の小説」♪ 
 今年7～9月まで、県立図書館と県内35市町村図書館・図書室職員323名 
一人ひとりから投票にご協力いただき、１次投票で票を獲得した453作品から 
２次投票を経て、多くの票を集めた36作品を「山形県図書館大賞」と決定！ 
 夏目漱石から又吉直樹まで、図書館ならではのバラエティに富んだ作品や、 
もちろん藤沢周平、井上ひさし、藤沢周平等、山形が誇る県人作家の作品も多数選ばれました♪ 
 県立図書館では10月27日～12月6日まで大賞作品を一挙公開し、多くの方にご覧いただきました。 

県立図書館 

22市町村の図書館・ 
図書室でも、工夫をこら 
した図書館大賞展示が 
開催されました！ 

新庄市立図書館 

山形県図書館大賞36作品リスト 

※著者五十音順に並んでいます。 ★がついている作品は県人著作です。 

大石田町 
中央公民館図書室 

川西町立図書館 次回はどんなテーマ！？ 乞うご期待！ 

書名 著者 
図書館戦争 有川  浩 
植物図鑑 有川 浩 
旅猫リポート 有川 浩 
夜の写本師 乾石 智子 ★ 
吉里吉里人 井上 ひさし ★ 
東慶寺花だより 井上 ひさし ★ 
天地明察 冲方  丁 

食堂かたつむり 小川 糸 ★ 
博士の愛した数式 小川 洋子 

十二国記 小野 不由美 
昨夜のカレー、明日のパン 木皿  泉 

魍魎の匣 京極 夏彦 
新徴組 佐藤 賢一 ★ 

坂の上の雲 司馬 遼太郎 
竜馬がゆく 司馬 遼太郎 
人間失格 太宰 治 
坊ちゃん 夏目 漱石 

容疑者Ｘの献身 東野 圭吾 
秘密 東野 圭吾 
手紙 東野 圭吾 

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 
永遠の０ 百田 尚樹 

橋ものがたり 藤沢 周平 ★ 
蝉しぐれ 藤沢 周平 ★ 
花のあと 藤沢 周平 ★ 
火花 又吉 直樹 
塩狩峠 三浦 綾子 
舟を編む 三浦 しをん 

風が強く吹いている 三浦 しをん 
ソロモンの偽証 宮部 みゆき 
ノルウェイの森 村上 春樹 

夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦 
ランチのアッコちゃん 柚木 麻子 

最後の証人 柚月 裕子 ★ 
東京タワー リリー・フランキー 

のぼうの城 和田  竜 

＊山形県立図書館だより＊ 
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 注目は想いをこめた直筆コメントカード、そして帯！ 
県内図書館職員からの熱いおすすめコメントが満載で、 
みなさんじっくりご覧になっていました。 
 本屋大賞とは違い、順位はつけない、という図書館なら 
ではのスタイル！すべての本がおすすめです！今回図書館 
大賞作品として展示している本に限らず、様々な本を読んで 
いただきたい、というのが図書館職員全員の想いです。 
大賞作品をきっかけに、同じ著者の違う作品も読んでみよう、 
違う分野の本も面白そう、図書館にまた来てみようかな… 
と多くの本との出会いにつながっていくことを願っています。 
  

南陽市立図書館 
新庄市立図書館 

県立図書館 
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秋は展示が目白押しでした！ 
ほんの一部を紹介します♪ 

 「山形国際ドキュメンタリー映画祭2015」において「無音の叫び声～
農民詩人 木村迪夫の牧野村物語」（監督：原村政樹）が上映される

ことに合わせ「詩人・木村迪夫著作展」を開催し、さらに山形県詩人
会とのコラボレーションで、映画とは異なった視点から木村氏の詩の
世界について論じ合う「つどい」を開催しました。 

 木村氏自身による自作詩「村への道」「まぎの村に帰ろう」の朗読
や、同じく詩人の近江正人氏、高橋英司氏とのパネルディスカッショ
ンなど、参加者は「木村迪夫の世界」に引き込まれ、アンケートにも  

 「感動！」の声が多数。 
ドキュメンタリー映画祭に来た 

県外からの参加者や原村監督
の参加もあり会場は熱気に包ま
れました。  
 なお、映画は1月26日から
フォーラム山形にて公開され 
ます。こちらもお見逃しなく！ 

県スポーツ保健課連携・食育展示 
        「「食」をみつめる」 
平成27年9月1日（火）～9月27日（日） 

歴代給食のサンプルや県内の学校で行われている食育の取り組みの
紹介と併せて、こども向け・大人向けの食育関連の本、「食べることを
考える」きっかけになるような小説・エッセイも展示！ 

      山形国際ドキュメンタリー映画祭2015 連携 
           「観てから読む？読んでから観る？」 
         平成27年9月30日（水）～10月17日（土） 

 映画祭のコンペティション部門にノミネートされた15作品に

ついて、それぞれの作品が対象としている地域やテーマに
関する蔵書を展示しました。 

            ～秋の読書週間企画展～ 

           「2014～2015 県内出版物展」 
         平成27年10月20日（火）～11月14日（土） 

 この1年間に出版された県出身、県内在住の方が書かれ
た本、山形について書かれた本、県内で出版された本や 
雑誌、県や市町村で発行した行政資料まで1385点を展示！ 

 展示した本のなかには、御寄贈いただいた本も多数ありま
す。 御寄贈いただいた皆様には改めて厚く御礼申し上げ
ます。 



 8月から本格的に始動した図書館ボランティア！

17名の方々から、日々のたくさんの返却本を本棚に

戻す作業、本棚の整理等のお手伝いをいただいて
います！ 
 活動開始から3か月が経ち、だいぶ仕事にも慣れ
てこられたところで、11/14図書館のボランティアの
みなさんと図書館職員との意見交換会を開催！ 
 最初は堅い雰囲気でしたが、話すうちにどんどん 
和やかな雰囲気に！  
 

 11/6 県高教研図書館部会村山支部の図書委員研修
会を県立図書館で初開催！生徒さん46名、先生方36名
の総勢82名の研修会となりました。初めて県立図書館

に来た生徒さんも多く、まずは図書館見学！職員手作り
の展示物品や東京オリンピック当時の新聞、終戦当日
の新聞のマイクロフィルム、各種企画展示やコーナー等、
館内をぐるり。地下書庫では普段見られない貴重資料も
ご覧いただきました。 さらに作ったばかりの利用者カード
で自動貸出機体験も! 
 

「ボランティアをするようになって今まで見たことが 
ない棚も見るようになった。」「自分の読む本が 
偏っていたが返却本を見ると面白そうなジャンル 
の本がたくさんあり、自分の読む本に広がりが出て 
きた。」などの声も！これからどんな活動をやって 
みたいかの話題では読書会、読み聞かせ会、 
出張図書館のお手伝い、蔵書点検のお手伝い 
等々、積極的な意見も続々と。 
ボランティアさんと一緒にどんどん可能性が 
広がる県立図書館に乞うご期待！ 

 

図書館見学の後は自身のおすすめ本のポップ作
り！短時間で切り紙を作ったり、マスキングテープで
デコレーションしたり、ステキなイラストを描いたり、と
終了時間が過ぎても納得いくまで作業を続けていま
した。その甲斐あって形もサイズもさまざな素晴らし
いポップたちが完成！想像力・創造力豊かに温めて
きたアイディアを形にしてくれた高校生のみなさんの
真剣さに職員一同感動してしまいました。なお、作成
したポップは１２月いっぱい図書館展示コーナーでご
披露しております。ぜひご覧あれ！ 



国立国会図書館所蔵の貴重資料が県立図書館で見られる！？明治～昭和初期の貴重音源も 
聴けちゃいます！お申込みは図書館2階調査相談カウンターへ！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇国立国会図書館 
デジタル化資料送信サービス 

 国立国会図書館がデジタル化した図書や雑誌のうち、
絶版等の理由で入手が困難な資料約137万点が図書
館で見られます♪ 
 モノクロ印刷のみですが、複写も可能です！ 
 利用できるのは山形県立図書館の利用登録をされて 
いる方に限りますのでご注意ください。 

 インターネット公開のものは、ご自宅などから「国立国
会図書館デジタルコレクション」にアクセスして本文画像
を見ることができます。（http://dl.ndl.go.jp/） 

 
ポスター 

https://www.facebook.com/YamagataPrefLib 
 

山形県立図書館で「歴史的音源」をご利用いただけます。 

歴史的音源とは？ 

何が聴けるの？ 

利用するには？ 

「歴史的音源」とは、歴史的音盤アーカイブ
推進協議会（HiRAC）がデジタル化した、
1900年初頭から1950年頃までに国内で製造 
されたSP盤および金属原盤等に収録された音
楽・演説等の音源です。 

2階調査カウンターにてお申し込みください。 
利用カードは不要です。 

クラシック、民謡、歌謡曲、ジャズ、演説、 

浪曲、落語に浄瑠璃、歌舞伎まで！ 
1900年初頭から1950年頃までに国内で製造されたSP盤及び 

金属原盤等に収録された5万点の音源を聴くことができます！ 

画像：国立国会図書館ウェブサイトより 

利用カード 
不要！ 〇国立国会図書館 

歴史的音源配信提供サービス 
 

利用カード 
必要！ 

編集後記（のようなもの）： 
創刊号から長らくお待たせいたしました！ 
ようやく２号発行です。 
これからの季節、図書館から見える中庭の雪景
色もみどころですよ。寒い冬のお出かけに図書
館はいかがでしょう？ 
こんな記事が読みたい、図書館のここが 
知りたい等、ご意見・ご要望ありまし 
たら、どしどしお寄せください！ 
また、本を発行された際はぜひ図書館 
にご寄贈ください♪県内出版物・ 
県人著作お待ちしています！ 

Facebookで展示・イベント・市町村図書 
館（室）の情報等をほぼ毎日（？）発信中！ 

FacebookのQR
コードはこちら！ お問い合わせは… 

山形県立図書館企画課  
企画担当まで！ 
 ℡023-631-2523 
✉ytosho@pref.yamagata.jp 
 
 

 
●県立図書館の主な予定（12～2月）  
＜イベント＞ 
「クリスマス・フェスタ」 12/19 
＜1階展示＞ 
「お正月と冬の絵本」 12/22～1/16 
「ビジネス支援拡大展示」 1/19～3/19 
「小説家になろう講座講師著作展示」 
 12/8～辻原登  1/12～三浦しをん    2/9～千早茜 
「くらしの道しるべ」（特集：環境・エコ）12/8～ 
「山形のミステリーがすごい！」12/22～ 
★Ｔｅｅｎｓコーナー・1階調査カウンター展示・レシピ本
展示は毎月テーマを変えて展示中！ 


