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山形県立図書館だより
「 本 の 森 通 信 」
平成 29 年度運営報告特別号

通 信

平成 30 年（2018 年）５月 24 日発行

２階平面図
図書館エリア
ホール

－県教育委員会は、平成 29 年 12 月 19 日の県議
会文教公安常任委員会で、県立図書館の大規模改
修計画の概要を公表しました。－

男女共同
参画センター

「県民が集い・学ぶ 本のまち」を基本コンセ
プトとする「山形県立図書館活性化基本計画」に
基づき、大規模改修を実施する予定です。

図書館エリアは約 1.5 倍に拡大し、開架書架は
現在の２倍の収納力になります。閲覧席数は３倍
にアップします。
１階平面図
図書館エリア

現在のエリア

サイレントエリア

２階は従来の「静」を大切にした空間として設
計され、郷土エリアは「サイレントエリア」とし
てより静かな環境で郷土研究等に活用いただける
と思います。
平成 30 年（2018 年）度から平成 31 年（2019
年）度にかけて改修工事を実施し、平成 31 年度中
のリニューアルオープンを予定しています。

新聞・雑誌
コーナー
エントランス
ホール

新着図書
コーナー

西暦 2020 年は、遊学館がここに開館してから
30 年、県立図書館が行啓記念山形県立図書館とし
て開館してから 110 年の節目を迎えます。
改修を契機に、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「県民が集い・
学ぶ 本のまち」を目指していきます。

ラウンジ
デッキエリア
ショップ
カフェ・レストラン

現在のエリア

子ども用エリア

庭園

１階は本や人との交流をアシストできるような
「動」の空間として設計されます。
子ども用エリアが新設され、
「お話の部屋」
、
「子
ども用トイレ」
、
「授乳室」が整備され、小さな子
どもを連れた方もゆっくりと過ごしていただける
ものと期待しています。
また、中高生が話し合いを進めながら学習に取
り組むことができるアクティブラーニングルーム
も新設されます。
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示、行政機関等と連携した展示や出張展示を実施
しました。
－山形県図書館大賞 2017 大賞作品発表！－
今年は、県内 35 市町村公共図書館（室）
、高等
学校図書館の職員に加え、新たに大学図書館の職
員の方にも参加していただきました。
過去最多の 382 名の方から投票していただき、
１次投票で 437 作品が選ばれ、２次投票を経て 30
作品を決定しました。

●１階フロア
「ビジネス支援図書展示」
「くらしの道しるべ」
「Teens コーナー」
「山形の作家たち」
「医療情報コーナー」
「レシピ本コーナー」
「３.11 を忘れないコーナー」
●２階フロア
「山形県児童文学・絵本作家の作品」
「かみしばいコーナー」
「赤ちゃん絵本コーナー」
「のりもの だいすき！」
（４/18～５/20）
「藤沢周平没後 20 年企画展」
（５/23～７/２）

「南東北インターハイ展示」
（７/４～８/27）
「なつやすみ特集」
（７/12～８/28）
「2016～2017 県内出版物展」
（10/17～11/18）
「児童向け展示展 おてがみまってます」
（11/21～12/16）
「ビジネス支援図書拡大展示」
（１/23～３/17）
「文学賞等受賞作品展示 2017」
（３/22～次年度）
「ぴっくあっぷブック」
（４月～３月）
大賞作品は、県立図書館のほか、20 の公共図書
館（室）
、13 の高等学校図書館、１大学の図書館
で展示されました。

「山形小説家・ライター講座連携展示」
（４月～３月）
梯久美子（４月）

宮木あや子（５月）

夢枕獏（６月）

黒木あるじ（７月）

穂村弘（８月）

薬丸岳（９月）

平松洋子（10 月）

県立図書館では、年間をとおして様々な企画展
示を行っています。
年間計画によるもの、折々のテーマに応じた展
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角田光代＆井上荒野＆江國香織（11 月）
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荻原浩（12 月）

三浦しをん（１月）

村山由佳（２月）

京極夏彦（３月）

「渡部昇一追悼展示」
」
（４/20～５/14）
「自然災害を知る」
（５/19～６/30）
「
『最上義光公談義』PR 展示」
（７/４～８/31）
「藤沢周平没後 20 年企画展延長 展示」
（７/５～８/９）
「郷土の偉人 会田安明没後 200 年 展示」
（８/10～10/１）
「家族で食を考える」
（８/29～10/14）
「敬老の日 読書のすすめ」
展示
（９/１～10/１）
「第 57 回下水道の日」連携展示（９/８～10/14）
「作家トークショー 桜庭一樹×辻村深月」連携展示（９/９～10/29）
「山形県図書館大賞」
（10/３～１/９)
「天童アートロードプロジェクト『日本ブックデ
ザイン賞おめでとう！』展示」
（10/10～10/31）
「yamagataDIVE 若者まつりＰＲ展示」
（11/１～11/12）
「税を考える週間」
（10/31～11/30）
「自然災害を知る」
（11/14～12/28）
「犬と猫」
（12/19～１/20）
「H29 ラッピングブックコメント展示」
（１/12～２/13）
「映像の中の山形作家の世界」
（１/23～３/31）
「３.11 を忘れない…。
」
（２/27～３/31）
「自殺予防月間連携展示」
（３/１～３/31）
「子育て応援団すこやか 2017」
（６/24～25）
・会場 山形国際交流ブラザ「山形ビッグウイング」
・主催 子育て応援団実行委員会ほか
「白い森芸術祭」
（11/18）
・会場 おぐに開発総合センター
・主催 小国町教育委員会

図書館利用者のすそ野拡大、図書館への親しみ
や賑わいを醸成するため、各種団体と連携して
様々のイベントを実施しました。
こどもの読書週間企画展「のりもの だいす
き！」の関連イベントとして、山形西高等学校合
唱団の皆さまによ
る春の歌の合唱、
楽しい読み聞かせ
や手遊びと盛り沢
山の内容で実施し
ました。
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県内図書館職員に加え、県内で読み聞かせ活動
を行っているグループ・個人、一般参加者と多岐
にわたり、絵本の専門的な講義に加え、絵本 Café
で参加者同士の交流の場となりました。

遊学館ギャラリーを会場に「ハンドベル・ミニ
コンサートと絵本読み聞か
せ」
、図書館内では、
「図書
館地下探検ツアー」
、
「ラッ
ピングブックの貸出」を実
施しました。
図書館の公開講座として、遊学館を会場に３回
の講座を開催しました。
「山形城絵図『伊藤本』を読む」
（11/11）
（生涯学習文化財団４施設合同企画共催）
「山形県教育の日」に
合わせて、絵図を基に
最上氏時代の山形城下
町の様子をお話しいた
だきました。
「あなたの『夢』応援します！（創業支援セミナ
ー」
（２/24）
（日本政策金融公庫山形支店共催）
県内で創業したお二人の先輩起業家からの貴重
な体験談をお話しいただきました。

「遊学館界隈いまむかし」
（３/16）
カフェスタイルでコーヒーとケーキをいただき
ながら、緑町付近の
移り変わりをお話し
いただきました。
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－新型はパソコン画面で検索!!－
県立図書館の２階には、マイクロフィルムリー
ダが２台設置されています。
そのうちの１台が、この度更新されました。新
しい機器は、パソコンの画面でマイクロフィルム
を見ることができ、これまでよりも鮮明に複写で
きるようになりました。

－児童図書が増えました－
女性の地位向上のために活動する奉仕団体「国
際ゾンタ山形ゾンタクラブ」様より児童図書 41
冊（世界の子どもたち全 36 冊、大型絵本５冊）を
ご寄贈いただきました。

－山形の昔話がシリーズに加わりました－
公益社団法人伊藤忠記念財団では、各都道府県
に伝わる昔話をマルチメディア DAISY 化する「日
本昔話の旅シリーズ」事業を展開しています。
この度、上山に伝わる昔話「ねずみのすもうと
り」がシリーズに加わりました。
東北文教大学短期大学部民話研究センター（セ
ンター長 佐藤晃氏）の皆様から全面的なご協力
をいただきました。
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「日産山形会」様より、第 33 回日産童話と絵本
のグランプリ童話大賞受賞作品「こめとぎゆうれ
いのよねこさん」
、絵本大賞受賞作品「ぎゅっ」の
２作品をご寄贈いただきました。
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－絵本テーマ別リスト－
子どもたちに読み聞かせをしている方々（おう
ちの方や読み聞かせボランティアの方、学校の先
生など）に向けて、絵本選びの参考になればとい
うことで作成しているテーマ別リストです。

平成 28 年度からの継続登録 20 名、
平成 29 年度
の新規登録７名を加え計 27 名の皆さんから、
返却
本の配架や本棚の整理、クリスマスフェスタなど
を手伝ってもらうとともに、２月の蔵書点検につ
いても協力をしていただきました。

平成 29 年度は、
「絵本の本棚 No.31 おてがみの
絵本」と題してリストを作成しました。

－調べ方案内－

－高橋由一〈山形県、福島県、栃木県道路写生帖〉－

郷土関係の情報を中心に、様々なテーマについ
て調べる方法を紹介しています。毎年６テーマず
つ追加しています。
平成 29 年度に新たに加わったテーマです。
・山形のお城
・認知症（介護と予防）
・花笠
・芋煮
・山形の漬物
・山形の伝統（伝承）野菜

当館所蔵の「高橋由一〈山形県、福島県、栃木
県道路写生帖〉
」
山形県５５図に
ついて、新たに
作品解説を掲載
し、ページを
リニューアル
しました。

本の裏表紙にある数字気になったことありませんか？
もしかして本体価格しか興味ないですか？

構成は、書籍-国記号-出版者記号-書名記号-ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ
書籍の「978」は、日本国を意味します。国記号は書籍を
発行する国を表し、
「４」が日本を意味します。書名記号は
タイトルごとに付けられる番号です。
下段は、書籍+図書分類+本体価格+ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ
書籍「192」は、日本国を意味しています。図書分類 4 ケ
タは、販売対象+書籍形態+十進分類に細分化なります。
（販売対象コード）
（書籍形態コード）

基本知識として、全ての本は内容によ
って 1 類から９類までに分類し、どれに
も当てはまらないものを０類（総記）と
し、全部で 10 のグループ（類）に分けて
管理しています。これを十進分類といい
ます。
それでは、本題に入ります。
バーコードの上段、
下段の数字が書籍
JAN コードといい
ます。上段は、ISBN
（国際標準図書番
号）と同一です。

C コードは、紙面が足りなくなりましたので省略します。
–5–

本の森通信

平成 29 年度運営報告 特別号

－図書館職員専門研修の開催や研修の受入など
を行っています。－
県立図書館では、県内市町村図書館（室）との
相互協力と県全域の図書館サービス向上を図るた
め、図書館（室）職員が受講できる研修会の提供
や受入などを行っています。
●図書館職員専門研修
【分類法基礎編】
米沢女子短期大学国語国文学科新藤透准教授を
講師に迎えて、分類法の基礎概論の講義を行いま
した。

●ＧＡＴＥ☆ＢＯＯＫ
ＧＡＴＥ☆ＢＯＯＫは、10 代の若い方に向けて
新着の本を中心に紹介するブックリストです。平
成 29 年度は、55 号から 58 号を発行しました。
●公共図書館が推薦する中高生向け図書リスト
県内公共図書館（室）の推薦する中高生向け図
書リスト（2014～2017 年出版分）を県内中学校、
高等学校及び特別支援学校等に提供しました。

山形県図書館大賞 2017 の展示が、県内図書館
（室）で開催されました。
【危機管理編】
群馬県草津町立温泉図書館中沢孝之氏を講師に
迎えて、講義とグループワークを行いました。

【絵本編】
（公開講座）
東北文教大学短期大学部子ども学科川越ゆり准
教授による絵本講座、同学科学生による絵本読み
聞かせ、絵本 Café と３部構成で行いました。
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■11 月■
文部科学大臣表彰
・社会教育功労者「沼野茂（前山形県図書館協
議会委員）
」
■１月■
鶴岡市立図書館羽黒分館移転

■４月■
文部科学大臣表彰
・子どもの読書活動優秀
実践図書館「天童市立
図書館」
・子どもの読書活動優秀
実践団体「おはなしの
会ムーミンママクラブ」
川西町子ども読書活動推進計画策定
■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」
）
■９月■
大石田町立図書館条例制定
大石田町立図書館が新設・開館

■建設の動き■
酒田市：酒田コミュニケーションポート
（仮称）
整備基本計画（新図書館建設を含む。
）を策定
高畠町：新高畠町立図書館建設委員会を発足
長井市：長井市公共複合施設整備市民検討委員
会を発足
庄内町：庄内町立図書館整備基本構想を教育委
員会定例会で可決

◆山形市立図書館◆
法情報総合データベース及び官報情報検索サー
ビス提供開始（４月）
◆新庄市立図書館◆
平日及び土日・祝日の開館時間を変更（４月）
◆西川町立図書館◆
Facebook を開始（６月）
◆市立米沢図書館◆
インターネット閲覧用端末の利用時間を 30 分
から１時間に拡大（９月）
◆大石田町立図書館◆
図書館オープニングセレモニー開催（９月）
◆村山市立図書館◆
新規開館後来館者 100 万
人達成記念式典を開催
（10 月）
◆東根市図書館◆
１周年記念イベントを開
催（10～11 月）
◆南陽市立図書館◆
貸出冊数を５冊から７冊に変更（1 月）

■10 月■
山形県図書館研究大会
（会場：酒田市総合文化センター）

–7–

本の森通信

平成 29 年度運営報告 特別号

評価指標（人口千人当たり）

H24

３か年度実績推移
H25
H26

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

178.46

182.15

179.96

752.68

783.78

815.45

750.58

769.03

784.60

10.27

11.26

12.27

10.11

10.72

11.24

5.71

6.04

6.36

4.93

5.30

5.06

6.04

6.42

6.82

6.48

6.96

8.34

0.20

0.24

0.29

0.78

0.50

0.31

データベース名

データベースの概要

山形新聞記事データベース

山形新聞に掲載された県内の記事の本文を検索できます。ただし、著作権や人権の点から検
索できない記事があります。

朝日新聞東京本社発行の最終版の記事、沖縄以外の各都道府県の地方版記事の本文・縮小版
聞蔵Ⅱビジュアル
を検索でき、2005年11月からの記事は切り抜き・紙面イメージも見ることができます。但し、
(朝日新聞記事等データベ 著作権等の関係で表示できない記事もあります。
ース)
また、「ＡＥＲＡ」(創刊号～)、「週刊朝日」のニュース面2000年4月～)の記事も検索でき
ます。
日経テレコン２１
(日経記事等データベース)

日本経済新聞(地方経済面含む1976年10月～)、日経産業新聞、日経流通新聞ＭＪ及び日経金
融新聞の記事の本文を検索できます。
また、日経速報ニュース、企業情報・企業決算、人事情報・人事記事、英字記事、マーケッ
ト概況・マクロ経済統計・地域経済統計等も検索できます。

Ｄ１－Ｌａｗ.com
憲法、条約、法律、政令、勅令、府令・省令、規則、告示までの3万1千件余の法令、約22万
(第一法規法情報総合デー 件の判例本文とこれらを理解するための要旨・解説情報、また、幅広い収録対象誌から収集
タベース)
した約64万5千件の文献情報等の法情報を登載しています。
山形県関係新聞記事索引

山形新聞、朝日新聞、毎日新聞及び読売新聞に掲載された県内の主要な記事の見出しを検索
できます。

官報情報検索サービス

官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)が検索できます。

国立国会図書館デジタル化 国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、インターネット公開されておらず、絶版等の
資料送信サービス
理由で入手困難な約150万点の資料(平成30年1月時点)がご覧いただけます。
歴史的音盤アーカイブ推進協議会(HiRAC)がデジタル化した資料のうち、インターネット公開
国立国会図書館歴史的音源
されておらず、絶版等の理由で入手困難な約5万点の音源(平成29年12月時点)がお聴きいただ
配信提供サービス
けます。

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
本の森通信

平成 29 年度運営報告
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