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県立図書館の新たな歩み
県立図書館の新たな歩み 始まる！
始まる！
遊学館への移転開館から 25 年を経て、平成
27年４月から、同年３月に策定された山形県
図書館協議会報告書「山形県立図書館の将来
のあり方について」をふまえた新たな県立図

平成28年４月 20 日

げられ、開架図書数が大幅に増やされるほか、
閲覧席も増やされる予定です。
平成 28 年度に設計に着手します。

ＩＣタグの導入で荷物の持ち込みが可能に！
ＩＣタグの導入で荷物の持ち込みが可能に！

書館の歩みが始まりました。
基本理念は、「県民のあらゆる活動を支え、
地域の課題解決に貢献する知の拠点」として
機能することです。
基本目標は次の三つ。
① 県内図書館の中核的役割の発揮
市町村図書館（室）への相互貸出・一括特
別貸出などを通じて県全域の県民にサービス
を提供する“図書館の図書館”として機能を
充実させていきます。
② 県民ニーズ実現のための積極的支援

平成 28 年２月 25 日から、開架図書に IC タ
グを貼付し、入口に IC ゲートを設置しました。
従前は荷物を入口のコインロッカーに預け
て入館していただいていましたが、IC タグ導
入により、荷物を持ったままで入館していた
だけることになりました。
（ロッカーの利用を
希望される場合は、今後とも従来通りご利用
いただけます。）
ただし、IC タグと連携した貸出・返却等の
コンピュータ・システムの導入は平成 29 年度
からになりますので、どうぞしばらくお待ち

行政、学校、民間団体・グループ、企業そ
の他、様々な県民と連携・交流を図りながら、
県民の知的ニーズと課題解決のために積極的
に取組んでいきます。
③ 県民本位の利用しやすい図書館づくり
利便性の向上を図るとともに、親しみを感
じていただける図書館であるようイベントや
企画展示を活発に展開していきます。
＊
＊
＊
上記に加えて、平成 28 年３月には、県教育

願います。

庁が有識者による検討を経て、
「山形県立図書
館活性化基本計画」を策定・公表しました。
同計画は、具体的な活性化の方策を「県立
図書館の大規模改修」、「ＩＣＴ活用の充実」、
「管理運営の充実」の３つにまとめ、施策を
展開していくものとしています。
具体的方策の１つ「県立図書館の大規模改
修」によって、遊学館内の図書館エリアが拡

＊

＊

＊

本特別号は、平成27年度の図書館運営に関する
記録です。
平成 28 年度の折々の取組みについては、「本の
森通信」の通常号でお伝えしてまいります。
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～～ 多彩なイベントを展開
多彩なイベントを展開 ～～
県立図書館への親しみやにぎわいを醸成し、利
用者層の拡大を目指して、多彩なイベントを実施
しました。
◇図書館のぼうけん（5/30・6/6）
開館時間中の図書館フロアを会場に、館内に隠
されたキーワードを探す体験型ゲームによる図
書館探検を開催しました。

英司・近江正人の両氏をお招きしてシンポジウム
を開催。原村監督も参加してくださいました。
◇県立図書館クリスマス・フェスタ（12/19）
クリスマスにちなんだ初めての図書館まつり
「県立図書館クリスマス・フェスタ」を開催しま
した。

◇山形の詩

朗読の夕べ（6/14）

山形新聞の連載記事「やまがた名詩散歩」との
連携企画。初めての試みとして“閉館後”の図書
館ラウンジで開催しました。

館内にクリスマスツリーを設置し、クリスマス
ス関連本の展示、ラッピング本貸出、地下書庫探
検ツアーを実施。
遊学館エントランス・ホールとギャラリーでは、
一箱古本市、手作り楽器のミニライブを開催しま
した。探検ツアーと一箱古本市は大盛況、この日
の来館者数は、通常の２倍となる1,452人となり
ました。
山形県詩人会会員７名による朗読で、吉野弘ら
郷土の物故詩人たちの作品を味わい、その解説に
耳を傾けました。
◇木村迪夫の詩を語る集い（10/11）
「山形国際ドキュメンタリー映画祭 2015」で上
映された「無音の叫び声～農民詩人・木村迪夫の
牧野物語～」（原村政樹監督作品）との連携企画
として、木村迪夫氏に加え、山形県詩人会の高橋
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～ ～
企画展示を活発に実施
～ ～
多彩な企画展示を実施
県立図書館の企画展示は大小の入れ替えを併
せると年間で 80～90 回も行われています。
年間計画による企画展示のほか、機動的に時宜
に応じたテーマ展示にも取り組みました。
県庁各課や関係団体の企画・イベントと連携し
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◇なつやすみ特集（7/21～8/30）
◇2014～2015 県内出版物展（10/20～11/14）
◇おたんじょうび、おめでとう！絵本特集（11/17
～12/19）
◇ふゆの絵本 お正月の絵本（12/22～1/16）
◇ビジネス支援図書拡大展示（1/19～3/19）
◇文学賞等受賞作品展示（3/22～4/16）

た展示や市町村への出張展示も実施しています。

【

常設コーナー・常設展示

１階

】

◇ぴっくあっぷブック
◇山形の作家たち

【

折々のテーマ設定による展示

◇3.11 を忘れない
◇季節の本

】

拡大展示（前年度～4/18）

◇敬老の日おすすめの本（9/1～9/30）

◇くらしの道しるべ

◇高校生制作ポップ＆紹介本展示（12/1～12/27）

◇ビジネス支援コーナー

◇郷土関係貴重資料特別展示（12/5～12/13）

◇ティーンズコーナー
◇レシピ本コーナー

【

◇医療情報コーナー

◇ふるさと文学交流展（前年度～4/18）

◇キッズ・ファミリーコーナー（視聴覚のみ）
◇「3.11 を忘れない」

】

［自立と分散で日本を変えるふるさと知事ネッ
トワーク］

◇楽らく文庫（大活字本・朗読ＣＤ）
２階

行政との連携展示

◇山形県児童文学・絵本作家の作品
◇かみしばいコーナー

◇土砂災害防止月間連携展示（5/28～6/20）
［県砂防・災害対策課］
◇『食』をみつめなおす（9/1～9/27）

◇赤ちゃん絵本コーナー

［県教育庁スポーツ保健課］
◇自然災害を知る展示（10/27～11/29)

【

年間計画による企画展示

◇図書館のちから

】

本の案内人からあなたへ

（4/21～5/16）

◇山形の先生からのおくりもの

～未来の山形

を 担 う心 豊か でた く まし い 子ど もた ちへ ～

◇虫、ムシ・むしの本（6/23～7/18）
◇戦後７０年展示

［県砂防・災害対策課］

（10/31～12/2） ［県教育庁総務課］

～平和を考える～（7/21～

8/30）

ティーンズコーナー特設展示
やまがた教育の日推進事業「山形の先生からのおくりもの」

◇自殺対策強化月間連携展示（2/26～3/27）
戦後７０年展示／終戦の詔書や御前会議等の資料を掲示

［県村山保健所］
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［県復興・避難者支援室］
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◇前田慶次関連本展示（4/21～6/14）
ＮＨＫ木曜時代劇「かぶき者慶次」の放映にあ
わせて実施
◇吉野弘とやまがたの詩人たち（5/19～6/20）
山形新聞連載記事「やまがた名詩散歩」連携
◇ 観 てか ら読 む？ 読 んで か ら観 る？ （ 9/29 ～
10/17）
山形国際ドキュメンタリー映画祭 2015 連携

3.11 を忘れない 拡大展示／避難者用借上住宅等の資料を掲示

【

市町村図書館との連携展示

】

◇山形県図書館大賞（10/27～12/6)
［県立図書館及び県内22市町村図書館(室)］
◇山形県図書館大賞延長展示（12/8～1/16)
観てから読む？読んでから観る？

◇詩人・木村迪夫著作展示（10/1～10/17）
ドキュメンタリー映画「無音の叫び声

農民詩

人木村迪夫の牧野物語」上映との連携
◇長谷川竹葉『錦絵

山形県新築之図』特別展示

（11/10～11/21）
山形県生涯学習文化財団（文翔館・遊学館・洗
心庵）・県立博物館教育資料館合同企画「三島
が歩いた道～歴史文化ゾーンを巡る～」との連
山形県図書館大賞／ＳＡＹ取材風景

【

イベントなどとの連携展示

携（縣人文庫室展示）

】

◇さくらんぼテレビ主催「小説家（ライター）に
なろう講座」連携展示
文学賞作家講師１４名の著作
畠中 恵（４月）

野村 進（４月）

島本理生（５月）

森村誠一（６月）

小池真理子（７月） 穂村 弘（８月）
松浦理英子（９月） 堂場舜一（10月）
角田光代・井上荒野（11月）
辻原 登（12月）

三浦しをん（１月）

千早 茜（２月）

桜木紫乃（３月）

◇居酒屋と酒と肴を楽しむ♪展示（4/15～5/27）
山形市七日町花小路振興会「ドリンクテーリン
グ」にあわせて実施

長谷川竹葉『錦絵

【

出張（出前）展示

山形県新築之図』特別展示

】

◇親子で楽しく絵本を作ろう♪～「泣いた赤おに」
その後の物語～（4/25）
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会場 山形県生涯学習センター「遊学館」3 階
主催 ＮＨＫ山形放送局
◇子育て応援団すこやか 2015（6/27～6/28）
会場 山形国際交流プラザ「山形ビッグウイング 」
主催 子育て応援団実行委員会ほか
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「山形県図書館大賞」創設
県内市町村図書館(室)と連携して、「山形県図
書館大賞」をはじめました。
第 1 回は、
「秋の夜長をしみじみと味わってみ

◇読育推進連携講座（7/29）

たい大人の小説」をテーマに、県内公共図書館

会場 県立博物館

(室)全 35 館の職員 323 名による投票を実施。

主催 県教育委員会（文化財・生涯学習課）
◇白い森芸術祭（11/24）

一次投票で 453 作品を選定し、二次投票を行っ
て下記の 36 作品を「山形県図書館大賞」として

会場 おぐに開発総合センター図書室

発表しました。大賞の 36 作品は読書週間の１日

主催 小国町教育委員会

目（10/27）に発表するとともに、県内23公共図
書館(室)で大賞作品の展示を行いました。

【

山形の作家及びその他の展示

】

◇「加藤典洋の思索」展（8/5～8/30）
◇「国分一太郎 没後 30 年」展（10/22～11/14）
◇追悼・水木しげるさん 緊急展示（12/1～12/13）
◇「山形のミステリーがすごい！ 2016」展（1/12
～2/14） 彩坂美月・奥泉光・長岡弘樹・深町
秋生・深水黎一郎・柚木裕子の作品展示

図書館ボランティア
県民（利用者）との相互理解を深め、読書活動
推進及び図書館振興の協働に資することを目的
に、当館で初めて一般利用者によるボランティア
を募集し、18名の方に登録していただきました。
平成27年８月から書架整理や返却本の配架を中
心に、火曜・金曜・土曜日に活動していただいて
います。

ボランティアのオリエンテ－ション風景
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県内の学校図書館との連携強化
県内の公共図書館(室)では、市町村図書館(室)
が主に小中学校図書館、県立図書館が主に高等学
校図書館と連携窓口を分担しています。
県立図書館は、高教研図書館部会村山支部の学
校司書研修会を共同開催（8/4）したことを契機
に、高校図書館との連携を強化。
その後、山形県高等学校教育研究会図書館部会
村山支部図書委員研修会・合同研修会（11/6）を
受入れ、図書館案内ツアーのほか、高校図書委員
（生徒）による本の紹介カード（いわゆるポップ）
の製作実習会を開催しました。

図書館危機管理研修会（遊学館）

◇資料デジタル化基礎研修会
平成27年11月、一般財団法人全国地域情報化推
進協会から「地域情報化アドバイザー」（総務省
事業）の派遣を受け、山形県生涯学習センター「遊
学館」を会場に「資料デジタル化基礎研修会」を
開催しました。
資料デジタル化の先進的な取組みを行ってい
る秋田県立図書館副館長山崎博樹氏（地域情報化
アドバイザー）の講義、県内で先進的な取組みを
進めている酒田市立図書館、市立米沢図書館職員
による事例紹介、国立国会図書館職員によるデジ

図書委員研修会でのポップ製作風景（遊学館・図書館）

タル化資料送信サービスの紹介など実践につな
がる研修を行いました。

研修会・研究集会など
当館では、県内公共図書館(室)の相互協力と本
県全域の図書館サービスの向上を図るため、県内
公共図書館(室)職員が受講できる研修機会の提
供に努めています。平成27年度は、山形県図書館
協会等と連携しながら次のような取組みを行い
ました。
◇図書館危機管理研修会
平成27年５月、山形県生涯学習センター「遊学
館」を会場に、県内公共図書館(室)職員を対象と

デジタル化基礎研修会（遊学館）

◇山形県図書館研究大会
平成27年10月、山形県図書館協会（当館及び県

した「図書館危機管理研修会」を開催しました。

内市町村図書館(室)で構成）、山形県読書推進運

全国各地で図書館のリスクマネジメントに関

動協議会、村山地区図書館協会の共催により、中

する講習を行っている群馬県の草津町立図書館

山町中央公民館を会場に「山形県図書館研究大会」

係長中沢孝之氏を講師として、講義及びワーク

が開催されました。村山地域３団体による読書活

ショップを行いました。

動の事例紹介、中山町出身で編集者の烏兎沼佳代
(うとぬまかよ)氏による記念講演が行われました。
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平成2 7年度(2015年度)県内図書館関係の動向
◇中山町立図書館

県内図書館関係の主な動き

町立図書館の整備を進めた前町長の蔵書（遺族

４月：文部科学大臣表彰（平成27年度子どもの読

寄贈）を収めた「大津保信文庫」開設（２月）

書活動優秀実践図書館）「上山市立図書館」
◇河北町立中央図書館
開館１００周年記念式典及び直木賞作家林真理
子氏による記念講演開催（11月）

上山市立図書館（カミン）
河北町立中央図書館（サハト紅花）

５月：公益社団法人ロングライフビル推進協会第
24回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞「中

◇村山市立図書館
休館日を週１回から月１回へ変更（２月）

山町立図書館」
◇新庄市立図書館
５月：山形県図書館協会総会（会場：山形県生涯
学習センター「遊学館」
）

申込制（持込み・持帰り冊数限定、メッセージ
添付）による本の交換会「ブックリスタートパー
ティー」開催（10～11月）

６月：Book!Book!Okitama(BBO)2015（市民企画に
よる置賜地域のブックイベント、メーンイ
ベント会場：川西町フレンドリープラザ）

◇鶴岡市立図書館
開館１００周年記念式典及び直木賞作家阿刀田
高氏による記念講演開催（８月）

10月：山形県図書館研究大会
（会場：中山町中央公民館）
11月：鶴岡市の市民団体「
『読書のまち

鶴岡』宣

言をすすめる会」が宣言の制定を求める請
願書を約 1 万 3 千人の署名を添えて鶴岡市
議会に提出

県内公共図書館の主な取組み
◇天童市立図書館

鶴岡市立図書館

◇酒田市立図書館

図書館前の緑地空間を利用した飲み物付き貸出

中央図書館、八幡分館、松山分館、ひらた図書

サービス「緑陰図書館」実施（６月）

センターで雑誌スポンサー制度開始（４月）

本の森通信

平成２７年度運営報告

特別号

( 8 )

県立図書館のサービス評価指標（平成2 7～2 9年度）
３か年度実績推移
H24
H25
H26

評価指標（人口千人当たり）
延来館者数（人）

176.39

170.95

170.50

所蔵資料数（冊・点）

687.64

710.88

730.47

相互貸借・一括特別貸出による延貸出実績（冊）

6.85

8.21

9.25

受取館貸出による延利用実績（冊）

4.10

4.27

5.33

調査相談（レファレンス）件数（件）

6.12

6.05

5.66

－

－

0.14

イベント延参加者数（人）

上段：目標／下段：実績
H27
H28
H29
174.29

178.02

181.81

783.78

815.45

11.26

12.27

6.04

6.36

6.42

6.82

0.24

0.29

178.46
752.68
750.58
10.27
10.11
5.71
4.93
6.04
6.48
0.20
0.78

便利なサービスのお知らせ
●相互貸借サービス（無料）

●インターネット予約貸出サービス（無料）

地元の市町立図書館や町村公民館図書室を通じ

御自宅のパソコンや携帯電話を使って当館ホー

て当館の資料を取り寄せることができますので、

ムページから資料を予約し、当館や地元の図書館

地元の図書館(室)にお申込みください。また、当

(室)で受取・返却ができます。なお、対象はメー

館で他館資料の取寄せも可能です。

ルアドレスをお持ちの中学生以上の方で、利用登
録とパスワード取得が必要です。

雑誌スポンサーを募集しています！
スポンサーになっていただくと、最新号のクリアカバーにスポンサー名などを表示いたします。
企業ＰＲや社会貢献活動として御協力をお願い申し上げます。
県立図書館雑誌スポンサー（平成 28 年４月現在）

㈱大風印刷 様 「週刊文春」
㈱山形銀行 様 「プレジデント」
㈱荘内銀行 様 「週刊新潮」／「モンテディオ山形ファンマガジンＲｕｓｈ」
山形県住宅供給公社 様 「サライ」
㈱ケン・山形ホテルマネジメント（ホテルキャッスル） 様 「ゼクシィ」
一般社団法人子どもの読書サポートアシード 様 「ＭＯＥ」
山形県立図書館 〒990-0041

山形市緑町一丁目２番３６号

山形県生涯学習センター「遊学館」内

TEL.(023)631-2523

ホームページ

http://www.lib.pref.yamagata.jp/

FAX.(023)625-6520

フェイスブック http://www.facebook.com/YamagataPrefLib
平成 28 年(2016 年)４月 20 日発行

