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  今年のテーマは「人生の転機になった１冊」！！ 
  日頃から本に携わる図書館職員。そんな図書館職員の人生に影響を与えた１冊 
ってなんだろう・・・？と気になりませんか？？ 
  今年の大賞作品数は１８作品！！小説の他に、今年は詩集や人生訓のような本も多く選ばれました。 
   
  県立図書館では、10月25日から「山形県図書館大賞作品展」を開催しています。 
  
 そして、図書館大賞の展示ですっかりおなじみとなった県内図書館職員からのおすすめコメント。 
 今年は作品に関する思い出、作品に出会ったときの気持ち、作品に対する想いなど、例年以上に読
み応えのあるコメントが集まりました。 
 ぜひこの想いを皆様にもお伝えしたい・・！と思い、今年はコメントをしおりにして作品に挟んで 
展示をしました。 
 コメントと一緒に作品を楽しんでいただけたのではないでしょうか？ 
 また、県内公共図書館（室）、高等学校図書館、大学図書館 
でも図書館大賞の展示をしていただいてます。 
   
  この図書館大賞が皆様にとって多くの本との出会いに繋がり、 
また皆様の人生において大切な１冊との出会いに繋がることを 
願っています。 

   
 

   今年で４回目を迎えた「山形県図書館大賞」！！！ 
  県内公共図書館（室）、高校図書館、大学図書館の職員が 
テーマに沿った本を選ぶ企画です。 



 現在県立図書館は改修工事準備のため、7月末から9月3日まで長
い休館期間をいただいています。 

 まだ先のことと思っていたのですが、気がつけば工事は目の前
に・・・。 
 

 今回は、改修工事準備のため図書館ではどのようなことを行ってい
るのか？レポートしたいと思います(^^) 
 

 工事のため書架を空にする必要があります。本を今まで置いてい
た場所から別の場所に移動しなければなりません！ 
 

 最初に、開架の本を地下書庫に移動するため、地下書庫のスペー
スを空ける作業をしました！ 
 閉架書庫にあったビデオ、2012年以前のブラウジング雑誌を中心
に、資料をコンテナに詰めました。 

 コンテナに詰める作業の大変さはもちろん、雑誌のデータ修正にも
苦労しながら無事コンテナ詰めが終了しました♪ 
 コンテナの数はなんと約500個に！！！写真をご覧ください(^^) 
 
 併せて、児童書15,000冊を、遊学館内の別室へ移す作業にも取り
掛かりました。 

 「どうしたらうまくならべられるかな？」「ああだろうか・・・」「いやいや、
こうだろうか・・・」職員の考えは膨らむばかり。まさしく五里霧中・・。 
 
 そして、圧巻のこの写真！！！ 
 児童書担当者のリードで、15,000冊が無事に移動しました。 
 

 今回コンテナ詰めしたビデオ、ブラウジング雑誌、別室に移動した
児童書は、図書館がリニューアルオープンするときまで貸出すること
ができなくなります。 
 しばらくの間、お待ちくださいませm(_ _)m 

H30.8.16（木）本の移動について 

 準備作業レポート２つめです！ 
 
 9月4日からは、狭くはなりますが臨時カウンターでの図書館サービ
ス再開を目指しています。 
 臨時カウンター周辺への備品類の移動を行いました。 
移動するのは、2階郷土資料エリアにあった書架や机など。職員が資
料を移動し、空になった書架を解体し、次々1階への運び出しが進め
られました。 
 

 ここに座って郷土資料を見ていた方、試験勉強していた学生さ
ん・・・。たくさんの方の影がちらちらと目に浮かんできます。 
「ここからが始まり！」と、気持ちを切り替えつつ、作業を見守りました。 
 

 ほぼ一日がかりで、何とか臨時カウンター周辺への移動が済みま
したが、しばらくカウンター周辺の機器類等設置作業は続きます。 
 できるだけ利用者の方の使い勝手がよくなるよう工夫して、4日の
再開を目指したいと思っています。 

H30.8.21（火）書架大移動！ 



 大安吉日の8月27日月曜日、書架が無くなった2階の郷土エリアで
安全祈願祭が行われました。 
 関係者が集まり祭壇に玉串を供え、２礼２拍手１礼ｍｍ 
 

 来年９月までの長い工事期間中の安全と、県立図書館が麗しい姿
でリニューアルオープンできるよう、そして、多くの方の知恵の源の場
となるように、祝詞を唱えていただきました。 
 

 ９月から本格的に始まる工事に備え、関係者がそろっての打合せ
も日々進んでいます。工事が進む建物の中で仕事をするのは、職員
にとっても初めてのこと！ 
 どっきどきの毎日が続きます。 
  

H30.8.31（金）安全祈願祭 

 県立図書館では、９月４日から臨時カウンターでのサービスを再開
しています。 

 一部サービスが制限されておりますが、資料の貸出返却や複写、
資料検索、レファレンス、データベースやマイクロフィルムの閲覧がで
きるよう臨時カウンター周辺の機能を整えております。 
 

 図書館エリアの大部分への立ち入りが制限されているため、今ま
でのように自由に書架から本を選ぶということができなくなっておりま
すが、皆様にできるだけ多くの本を手に取っていただけるよう、臨時
カウンター周辺に書架を設置し、新刊本を中心に利用の多い本や人
気がある本を置いています。また、連携展示や企画展示、ティーンズ
おすすめ本やビジネス本も今までとおり展示していますので、是非気
になった本をお手に取ってご覧ください。 

 図書館で借りた本を読んだり、学習したりする席も、以前遊とぴあ
があったスペースを利用して設けております。 
 

 今後は毎年行っている「県内出版物展」や「山形県図書館大賞作
品展」等の展示も実施予定です！ 

 臨時カウンター内での限られたサービスに加え、工事に伴う騒音も
あり、ご不便をおかけいたしますが、できる限り皆様に満足いただけ
るようなサービスを提供してまいりますので、是非県立図書館にお越
しください（＾＾）♪ 
 

 なお、臨時カウンターのサービスについて詳しくは下記をご覧くださ
い。 

（※インターネット利用席や視聴覚閲覧席等、利用ができないサービ
スもございます。） 
https://www.lib.pref.yamagata.jp/?page_id=432 
また、便利なインターネット予約貸出サービスもご活用ください。 
https://www.lib.pref.yamagata.jp/?page_id=267 

H30.9.26（水）臨時カウンターオープン 

県立図書館Facebookに掲載した「改修工事レポート」をご紹介します。
今回は臨時カウンターオープンまでです♪ 

改修工事レポートは県立図書館Facebookに随時掲載していますのでぜひご覧ください！ 



秋の読書週間企画展  
【2017～2018県内出版物展】 

縣人文庫 
見納めでした。 図書館１階にあった縣人文庫。 

改修工事のため今までの展示室は 
１２月２日をもって見納めとなりました。 
図書館リニューアル後、縣人文庫は館内の各箇所に 
ちりばめられることとなります。 

子どもの読書週間企画展【絵本で世界一周！】 
＆ 

イベント【絵本とうたの会】 

 

児童向け図書展示【なつやすみ特集】 
＆ 

山形県環境エネルギー部みどり自然課連携展示 
【やまがた百名山に行こう！】 

 

子育て応援団すこやか２０１８  
移動図書館 

山形県県土整備部下水道課連携展示 
【下水道の日連携展示】 

明治百五十年特別企画展 
【近代化する山形の姿＆ 

近代日本の礎を築いた山形縣人】 

【平成を振り返って】 
＆ 

【会いに行ける美術】 

H30.4.17 
～5.19 

H30.4.29 

H30.6.30 
～7.1 

H30.7.11 
～7.29 

H30.6.19 
～7.29 

H30.5.23 
～7.8 

H30.10.30 
～12.2 

H30.9.18 
～10.20 

H3012.2 
～H31.1.9 

H3012.12 
～H31.1.9 



県内市町村立図書館（室）の情報をお知らせするコーナーです。 

 「山形城絵図を読む」講座通算第３弾です！ 

 今回は保科氏時代唯一の絵図といわれる県立図書
館所蔵「保科氏時代山形市全図」を題材にして、村山民
俗学会の市村幸夫先生を講師にお迎えし、最上氏以降
山形城下が大きく変わっていった様子をお話しいただき
ました。 

 当日は日頃目に触れることがない絵図の原物を掲示
したこともあり、多くの方に受講いただきました。 

 

 文翔館・遊学館・洗心庵・教育資料館４施設合同
企画との共催事業として開講しました。   

 今年は明治に改元されて満１５０年、また、山形県
の礎を築いたといわれる「初代県令三島通庸」没後
１３０年にあたることから、その記念の年にちなみ
「明治１５０年 我が祖先を語る」と題し、通庸の業
績や人物像などをお話しいただく小形利彦先生によ
る講演と、通庸の玄孫 通文氏、西郷隆盛の曾孫 
吉太郎氏、旧庄内藩主酒井家第１８代当主 忠久
氏にご登壇いただき、祖先にまつわるお話をいただ
く鼎談の２部構成で開講しました。 

 また、当日は山形県生涯学習文化財団に三島通
庸直筆の書をご寄贈いただいたほか、普段は見ら
れない通庸の業績を記録した、県立図書館所蔵「山
形県写真帖」（菊地新学撮影）、「山形、福島、栃木
道路写生帖」（高橋由一手彩色石版画）の原物を特
別展示しました。 

 

６月１６日（土） 

「山形城絵図を読む」 
～最上氏時代から保科氏時代へ～ 

市町村立図書館（室） 
情報コーナー 

 平成３０年８月１２日（日）、職
員が浴衣を着て図書館業務を！ 
 利用者からも好評だったようで
す。 
 涼しげで素敵ですね。 

天童市 

 ４月から、中央図書館で「国立国会
図書館デジタル化資料送信サービ
ス」が利用できるようになりまし
た！庄内地区では、初めての参加館
です。庄内地区の方も本サービスが
利用しやすくなりました。 
 また、12月3日から分館である
「光丘文庫」の所蔵資料を中心とし
た酒田の歴史資料を紹介するサイト
「光丘文庫デジタルアーカイブ」が
公開されました。 
  
   

 県立図書館は平成３０年１２月１日
（土）に、小国町で移動図書館を開催し
ました。 
 小国町が開催している「白い森芸術
祭」イベントのひとつでおよばれしたも
の。 
 たくさんの親子連れで賑わいました。 

小国町 

 今年度の「本の森講座」は、改修工事中であることもあって２回
の開講となりました。 

 両回とも定員を超えるような申し込みをいただき、主催者として
大変嬉しい講座開催となりました。 

 来年度も、皆様の興味がわく、喜んでいただけるような題材で開
講したいと考えております。ご期待ください！ 

１１月２２日（木） 

 「明治１５０年 我が祖先を語る」 

酒田市 



【編集後記】 
 大変お待たせいたしました。本の森通信第８号です。 
 前号発行からの間、県立図書館ではついに大規模改修
工事が始まりました！  
 長期の臨時休館や限られたスペースでのサービス等、
皆様にはご不便をおかけし申し訳ございません。 
 職員みんな、手探り状態ではありますが、 「どう
やったら皆様に最大限のサービスを提供できるだろう
か？」「どうやったら工事の準備がうまくいくだろう
か？」皆様に満足いただけるよう日々頑張っておりま
す！ 
 そして、平成31年度中のリニューアルオープンに向
け、県立図書館としてより良い図書館となるよう職員も
頑張りますのでよろしくお願いいたします♪ 

 

FacebookのQRコード
はこちら！ 

県立図書館改修工事に 
関するスケジュール 

 山形県立図書館では、平成３１年度中のリニューアルオー
プンを目指して、平成３０年９月から大規模改修工事を実施
しております。 

○改修工事の概要 
工事期間 平成３０年９月 ～ 平成３１年９月２７日 
第１期工事（約４か月を予定） ２階改修/３階改修 
第２期工事（約８か月を予定） １階増築・改修/２階改修  
 
○第２期工事準備に伴う臨時休館について 
臨時休館期間 
 平成３１年１月１０日（木）～平成３１年２月１１ 日（月） 
 臨時休館中は、限られたサービスのみ対応する予定です。 
 
平成３１年２月１２日（火）以降のサービスについて 

 ２階の一部を臨時図書館エリアとして開館し、「臨時カウン
ター（２階）」でサービスを行います。 
 

ご利用のみなさまには、多大なご不便・ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力くださいますようお願いいたします。 
 
 

  県立図書館の本はどのように選ばれ、どういう手
順を経て本棚に並ぶのでしょうか？ 
 皆様の疑問にお答えします！ 

 本を選ぶ（選書） 

 予算や蔵書のバランス、利用者のニーズ等を考
えて、次の方法で選書しています。 
①見計い選書 
 新刊本の案内リストに掲載されている本の一部
を取り寄せ、現物を手に取って確認して選びます。 
②リスト選書 
 新聞の書評欄や出版社の新刊情報、各種賞の受
賞作品等、様々な情報を基に選びます。 
③リクエスト 
 利用者からリクエストがあったものから選びま
す。 
 

 選書した本は、２週間に１回開催する選定会議
で購入の可否を決定し、本の取次会社や書店に発
注します。 

 図書館に本が届いたら、専門の業者さんが1冊ず
つ手作業で本の装備を行います。書店に直接注文
した本は職員が装備をしています。 
＜装備の手順＞ 
①山形県立図書館の印を押印 
②背ラベルを貼る 
③資料コード（バーコード）を貼る 
④本全体にフィルムカバーをかける 

 図書館の本として貸出できるように、図書館シス
テムに本のデータ（タイトル、著者、出版社内容の
一部等）を登録し、ＩＣタグを貼ります。 

 最終チェックをした後、図書館内のどの場所に本を
並べるか決定し、決めた場所に本を並べます。これ
で無事皆様が本をお手に取っていただける準備が整
いました♪     

１ 

 装備する ２ 

 登録する ３ 

 本棚に並べる ４ 

新着コーナーに本が 
並びました！ 

お問い合わせは… 
山形県立図書館企画課  
   運営企画担当へ！  
℡023-631-2523 
✉ytosho@pref.yamagata.jp  
 

現物取り寄せした本がズラッ
と並んでいます！ 

装備作業の 
一部です！ 

① 

② ③ ④ 


