
 昨年９月から始まった県立図書館大規模改修工事。約3
か月の工事期間を経て、12月に２階北側の工事が完了し
ました！ 
 現在は工事が完了した２階北側のエリアを「臨時図書館
エリア」とし、皆様にサービスを提供しております。 
 今号では、臨時図書館エリアの様子をご紹介します♪ 
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 ICゲートを通ってすぐ目に入る囲み書架！とて
も迫力がありますね。 
 囲み書架の外側にはビジネスやティーンズ本の
コーナー、企画展示コーナー等を設けています。 
 内側には検索機やデータベース端末、マイクロ
フィルムリーダーなど今までの図書館でもおなじ
みの機器類を設置しています。新しくなったカウ
ンターで皆様をお待ちしております☆ 
 

Aブロック Bブロック Cブロック 

Dブロック 

 透明な窓で仕切られたエリア。 
 視聴覚資料から文庫、新書を含む一般書、郷土資料、
雑誌、新聞、辞典類等…をできる限りたくさん並べて
おります！気になる資料を自由にご覧ください。 
 調べものをする時に利用いただける閲覧席、勉強な
どをする時に利用いただけるフリー席もそろえており
ます！ 

 利用者の方が立ち入ることはできませんが、郷
土資料を保管する郷土書庫が改修工事により新し
くなりました。今までの書庫と比べ温度管理や湿
度管理の機能が向上し、山形県の財産である大切
な郷土資料をよりよい環境で保存していけるよう
になりました。 

☆平成31年度中のリニューアルオープン時には、 
B・Cブロックは「サイレントエリア」となり、静かに郷土
の調べものをしていただけるエリアとなる予定です。また、
Dブロックは行政資料等を中心とした郷土資料を置くエリア
となる予定です。 

 
  

臨時図書館エリア 
案内図 

図書館入口（Aブロック） 

閲覧スペース（B・Cブロック） 

小部屋（Dブロック） 

 一般書の他に絵本などの児童書を置いており、児童
書の近くには暮らしに役立つ「くらしの道しるべ」
コーナーを設置しています。 
 「くらしの道しるべ」コーナーには、子育てに関す
る本、レシピ本や手芸本などを置いており、お子さん
と一緒に来館されたご家族の方も楽しんでいただける
エリアです。お子さんと一緒にゆっくり本を選んでく
ださいね。 

郷土書庫 



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。 

市町村立図書館（室） 
情報コーナー 

現在、県立図書館は改修工事中のため、今までと利用の仕方が変わっています。皆様には大変ご不便をお
かけしていますが、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。 
現在の図書館の利用の仕方について、当館司書お手製の可愛いイラストとともにご案内します♪ 

図書館入口・ブックポストの
場所が変わってます！ 

遊学館 
（県立図書館） 

Ｐ身障者用（1台） 

山形県酒造組合 

三島神社 

生涯学習センター・チェリア 

利用者入口 

  

郵便局 

県営駐車場 

≈
 

  

図書館利用者 
臨時入口 

ブックポスト 

平成31年度は、県立図書館の他に置賜地区の２つの図
書館が新しくなる予定です！ 

オープン時期未定 

H31年7月下旬 
オープン予定 

また、他にも新しい図書館を計画している市町村が 
あります。楽しみですね♪ 
 



 最近話題の人たち、実は山形にゆかりがあることをご存知でしょうか。 
 県立図書館で開催した企画展の紹介とあわせて、実は山形にゆかりがあった人たちをご紹介しま
す。 

 平成３１年度ＮＨＫ大河ドラマ『いだてん～東京オリン
ピック噺～』で、主人公金栗四三とともに、日本人とし
て初めてオリンピックに出場した三島弥彦は山形県初
代県令三島通庸の五男です。 
 大河ドラマでは、三島通庸の長男三島弥太郎（のち
日本銀行総裁）や、三島通庸の妻和歌子が登場し、三
島家の居間には、高橋由一の「山形市街図」※（三島
通庸が依頼し、描かせたもの）が飾ってあります。 
 ※山形県旧県庁舎である、山形県郷土館 文翔館３階
の正庁に展示されています。 

 

 平成３１年２月２４日、９６歳で逝去されたドナルド・
キーン氏は、松尾芭蕉「おくのほそ道」を英訳しています。
また、2003年に鶴岡市で開催の国民文化祭やまがた
のシンポジウムや、2004年に大石田町で開催のフォー
ラムに参加されており、山形に何度か来県されたことが
ありました。 
 心よりご冥福をお祈りいたします。 
 ※ドナルド・キーン氏・・・アメリカ合衆国出身の日本文学
研究者で、東日本大震災後に日本国籍を取得された方
です。 

 日産山形会（会長：小関眞一氏）より、童話と
絵本のご寄贈をいただき、平成31年２月８日
（金）に新しくなった館長室で贈呈式が行われま
した。 
 寄贈いただいた図書は、「第34回日産童話と
絵本のグランプリ」童話大賞受賞作品「ぶぅぶぅ
ママ」、絵本大賞受賞作品「こぐまのアーリーと
あかいぼうし」です。 
 日産山形会様からは毎年県内35市町村の図書
館・分館、図書室計50館に童話と絵本の寄贈を
いただいております。毎年、素敵な本をありがと
うございます。 
 多くの子どもたちにこの 
本が届く様、図書館職員一 

同頑張って参ります。   

村山保健所連携企画 
「自殺対策強化月間連携展示」 

県危機管理課 
復興・避難者支援室連携展示 
「3.11を忘れない…」 

装飾物は当館司書の 
お手製です☆ 

企画展示 
「受験頑張れ！応援展示」 



  とんでもなく暑かった夏もいつの間にか終わって、すっ
かり秋の気配となり、「９月から本格的な工事が始まりま
す」と言い続けてきた「９月」となりました。 
 

 県立図書館の自慢のひとつに「中庭」があります。かつて
知事公舎だった面影の残る「中庭」の四季の彩には、ラウ
ンジで本を読む視線を外に移した時、季節を楽しむことが
できました。 
 
  現在中庭は、数本の植栽を一時的に移設し鉄板が敷か
れ、重機の作業場となっています。 
  工事に必要な資材を搬入するための搬入口が中庭に面

した窓に設置されました。いつも見渡していた中庭の風景
が一変！今は写真のような状況です。 
  工事が終了したら、移設した植栽も戻り芝生も敷きなおさ
れることになります。 
   
 また、中庭の池はそのまま残ります。 
  近くにある幼稚園の園児たちが、時々先生と一緒に池の
鯉を見に来てくれます。 
  池を挟んだ向こうには大型のクレーン車が「ぐおん ぐお
ん」と動いています。 
  きゃあ♪きゃあ♪という園児たちの歓声が窓を伝わり事

務室にも聞こえてくると、誰からともなく「くすっ」と笑い声
が・・＾＾ 

H30.9.27（木）中庭の景色 

 今日は、１１月２６日月曜日、図書館は休館日 
です。 
  誰もいない薄暗い図書館ですが、今朝は明るい陽射しが館
内を照らしてくれています。 
  時々「本の声を聴く」という言葉を耳にすることがありますが、

こんな陽のひかりを浴びた静かな館内にいると、何となく本た
ちのささやき声が聞こえてくるような気がします＾＾ 
 
  ★A本「おかえり、君随分貸出しが多いね。戻ったかと思っ
たらすぐ出かけちゃうもんね」 
  ☆B本「うん。嬉しいね。今回はちょっと遠い●●市の図書館
まで行ってきたよ。」 
  ★A本「僕も予約が入ったみたい＾＾ さっき司書が僕の名前

が書かれたレシート持っていたんだ＾＾。どこの図書館かな
～。」 
  ☆B本「そうか＾＾よかったね。いろんな図書館に行って読ん

でもらえるのって、楽しいよね。この本にはね、面白いことたく
さん書かれているんだ～」 
 
 なんて、会話をしているのでしょうか（笑） 
 

 図書館は「改修工事」をしているので、中の壁を壊してひろ
げたり、床を張り替えたり天井を塗ったり・・。新築とは違って
元の形を利用して、新たな館内を作っています。 
 
 
  

H30.11.27（火）休館日図書館では･･･ 

 
 来年の９月まで続く工事。 
  季節を一周したころ、どんな中庭になるのでしょう。 
  リニューアル後も、館内からの眺めが利用者の方に喜
んでいただけたらいいなと、思い続けるこの頃です。 
 

 そのため、工事関係者の方たちは利用者の方や私た
ち職員に配慮し、開館日には大きな音や振動が出ない
ように、また、工事で発生する臭いを押さえながら作業
を進めてくれています。なので、今日のような利用者の
方がいない日に、音の出る工事を集中させています。
いつも本当にありがとうございますm(__)m 
 

 先ほど「本の声」と書きましたが、図書館界にはこん
な言葉があります。 
  「いずれの読者にもすべて、その人の図書を」 
  「いずれの図書にもすべて、その読者を」    
  本の声に耳を傾け、たくさんの利用者の方に出会え
るよう工夫していきたいと思います。 
  また、気になる本がありましたら、お気軽に職員にお
尋ねください。おまちしております！＾＾！ 



 工事が始まって早４か月。ここで県立図書館等大規模改
修工事の概要をおさらいしたいと思います。 
  【工事期間 平成３０年９月～平成３１年９月２７日】 
  第１期工事（２階北側改修、３階改修）・・・平成３０年９
月～１２月 

 第２期工事（１階増築・改修、２階改修工事）・・平成３１
年２月～９月 
  ※工事終了後に準備期間を経て平成３１年度中にリ
ニューアルオープンの予定です。 
 

 いよいよ今月末に第１期工事が終了します。終了するの
は、８月まで郷土関係の資料を排架していた２階北側エリ
アになります。 
  リニューアルオープンの時は再び「郷土エリア」としてご

利用いただけることになりますが、２期工事中は「臨時図
書館エリア」にし、郷土関係資料以外にも一般書・児童書・
雑誌・新聞もご利用いただけるよう準備を進めています。 
  直接見ていただける本は少ない状態が続きますが、幅
広いジャンルをご用意したいと思います。 
 

 ２期工事は臨時休館期間（平成３１年１月１０日～２月１
１日）を経て、来年２月中旬から始まります。約８か月の長
い工事になります。また、工事エリアは「ぐんっ」と広がり１
階全部と２階の臨時図書館エリア以外が工事現場に！ 
   

H30.12.25（火）本はいずこへ… 

 県立図書館が山形市緑町の「遊学館」内に移転したの
は平成２年７月のこと。平成が始まったばかりのことです。 

 それから約３０年。今、県立図書館は大規模改修工事
の真っただ中にいます。 

 利用者の方がいらっしゃる時には、工事も音や振動の
少ない作業となっていますが、月曜日の休館日には大き
な音や振動のでる解体工事が進められています。この工
事は、今年の９月末まで続きます。 
 

 また大規模改修工事によって、館内の書架も一新する
こととなりました 

 新しくなる館内に期待が膨らむと同時に、木製の愛着
のある書架が廃棄になってしまうことは、とても耐えがた
いことでした。 

 そこで再利用先を探したところ、県内いくつかの学校か
ら申込みをいただくことができました。 

 引越先は山形盲学校、新庄養護学校始め１４校に上り
ます。 

※寒河江工業高校、天童高校、村山産業高校、米沢工
業高校、山辺高校、 

加茂水産高校、鶴岡工業高校、鶴岡中央高校、小国高
校、高畠高校、 
農林大学校、職業能力開発専門校    （順不同） 
 再利用先の写真を一部掲載しますので、ご覧ください。 
 

 山形盲学校さんからは書架の新設により利用者が増え
た！との嬉しいお知らせもとどきました。 
 
 

H31.3.12（火）書架たちの引越し 

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。 

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！ 

  ・・・となると、１階にあった「本」や「書架」はいったいどこ
へ～？？ 
  じ・つ・は・ 

 図書館には地下に書庫があり、その書架の空いている
棚に本を移動させています。写真をご覧ください。地下に
たくさんの本を移動したため、書架の多くが「からっぽ」の
状態です。 
  で・は・ 
 「書架」はどうなるの？ 
  県立図書館の書架は、できる限りリニューアル後の館

内でも利用することを検討しています。愛着のある書架と、
あらたな書架のコラボレーションをリニューアル後の楽し
みにしていただければ・・と思っています＾＾ 
  また、県立学校への寄贈も検討しているとのことです。 
  県立図書館でたくさんの方に親しまれた「書架」が、新た

な場所でこれからも末永く本を抱え、利用者を迎え続けて
ほしいと心から願っています。 

 この先何年も何年も、この書架たちが本を抱え利用者
の前に立つことができることを、とても嬉しく思います。
書架たちもきっとほっとしていることでしょう。 

 また、新しくなる館内にもこれまでの書架がところどこ
ろに設置されます＾＾ 
 新しい書架とのコラボレーションもぜひご期待ください。 
 

 現在、第１期工事が終わった２階北側では、狭いなが
らも図書館サービスを実施しています。 

 自由に見ることのできる本や資料が少ない状況には
ありますが、毎日たくさんの方からご利用いただいてお
ります。ありがとうございます。 

 引き続きご不便おかけしますが、みなさまのご来館を
お待ちしておりますｍｍ 
 
 



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  
   運営企画担当へ！  
℡023-631-2523 
✉ytosho@pref.yamagata.jp  
 

この度、３名の方からふるさと納税「山形県立図書館サービ
ス向上事業」に寄附をいただきました。寄付金は、県立図書
館のサービス向上のため、児童書を中心とした図書の購入に
活用させていただきます。 

～御芳名～ 
東京都 山口 哲平  様 
長崎県 荒木 孝太  様 
東京都 大槻 信大郎 様        （順不同） 

寄附いただき、ありがとうございました。 

４月２日（火） 県立図書館臨時休館 
４月２３日（火）～５月２６日（日） 
 こどもの読書週間企画展「おいしい絵本をめしあがれ！」 
４月２７日（土） 
 紙芝居の読み聞かせ会   
        時間 １回目 午後１時半～ 
           ２回目 午後３時～ 
        場所 ２階臨時エリア 児童書コーナー付近 

昼 開館してからはカウンターで皆様をお迎えする他
に、事務室でもたくさんの仕事をしています！ 

朝 朝の仕事で一番大変なのはブックポストに返
却された大量の本の返却作業！ 
パソコンで返却処理をする他、本棚に戻す前
に丁寧な作業を行っています。 

閉館後もやらなければいけない仕
事があります！ 
忘れ物や施錠などの最終チェック
をはじめ、次の日への引継など皆
様が帰った後も作業をしています。 

夜 

大量の返却本！ 

1冊ずつ中身を 
確認します 

表紙を綺麗に 
拭きます 

本を棚に 
戻します 

当日の新聞の 
準備 

本の修理 本の森通信第
８号で紹介し
た本の装備は
司書も行って
います 

選書も司書の
仕事です 

資料に出てきた
郷土の情報を
チェックし、
カードに情報を
書き込みます 

レファレンスに
もお答えします 

電話での相談や
お問い合わせに
もお答えしてい
ます 

【編集後記】 
 来月から平成31年度が始まります。平成31年度は県立図
書館がリニューアルオープンを迎える年度です。「これから
が新しい図書館を作り上げる大切な時期！」と職員一同身が
引き締まる思いです。 
 リニューアルオープンの具体的な時期は未定となっており
ますが、新しい図書館を楽しみにしていてくださいね。 
 そして、「市町村立図書館（室）情報コーナー」でもお知
らせしたとおり、県内２つの図書館が新オープン予定です！
市町村立図書館（室）もどんどんパワーアップしていってい
ますので、お近くの図書館（室）にも足を運んでみてくださ
いね。 
 現在、図書館エリアの縮小や入口の変更など、皆様には大
変ご不便をおかけしており申し訳ございません。ご要望やご
意見等ございましたらお寄せいただけますと幸いです。 

 
 

※10連休中は4月29日（月）、5月６日（月）を除いて通常通り開館する予定です。 


