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回 覧《 第 5 4 号  》

　この度、当館のＨＰにて「上山市立図書館データベース」を開設しました。
「上山市立図書館データベース」には当館所蔵の古文書類及び、個人の研究資料の
目録を掲載しています。

　当館では以前より、「山田家文書」のデジタル化作業を進めており、令和４年１月
４日に国立歴史民俗博物館作成の総合資料学情報基盤システム『khirin(キリン)』上
で公開されました。
　『khirin』では上記の写真のように古文書等を閲覧することができますのでぜひ
利活用いただければと思います。

「上山市立図書館データベース」開設！

デジタルアーカイブ資料公開！

国立歴史民俗博物館　khirin a　山形県上山市立図書館所蔵山田家文書『人相学』
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　図書館が二日町プラザに移転して２５年になったことを記念して、講演会を開催いたしました。

　　♦9月 4日　天文愛好家　平吹義浩氏
　　　「星空をながめてリラックス！パソコンプラネタリウムによる星空案内」
　　♦10 月 23 日（土） 直木賞作家　高橋義夫氏
　　　「時代小説の醍醐味～郷土史料が作品に昇華されるまで」
　　♦11 月 6日（土）ファンタジー作家　乾石智子氏
　　　「ひらめきからファンタジー作品ができるまで」

図書館移転２５年記念事業　講演会開催

　図書館には図書館ボランティアとして協力いただいている団体と個人の方がいらっしゃいます。これま
での『来ぶらり』でご紹介した「スプーンの会」「つくしんぼ」「上山昔ばなし切り絵の会」「とんと昔上山会」
などの団体。また、個人ではよみきかせボランティア、図書修理ボランティアなどが現在も活躍中です。

名作映画鑑賞会　令和４年度　上映スケジュール （予定）
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フィラデルフィア物語
（1940 年 / アメリカ）112 分　

ライオン ‐ 25年目のただいま ‐
（2016 年 / オーストラリア）119 分

そして父になる
（2013 年 / 日本）121 分　

ジュディ ‐ 虹の彼方に ‐
（2019 年 / イギリス）118 分　

真昼の決闘
（1952 年 / アメリカ）85 分

おくりびと
（2008 年 / 日本）131 分　

８½ （はっかにぶんのいち）
（1963 年 / イタリア）138 分　

見知らぬ乗客
（1951 年アメリカ）101 分　

嵐が丘
（1939 年 / アメリカ）104 分　

シャレード
（1963 年 / アメリカ）113 分

クリーンセンター訪問記
（1975 年 / 日本）58 分

アヒルと鴨のコインロッカー
（2006 年 / 日本）110 分　

　その中で毎週土曜日には、よみきかせボランティアのご協力により「よ
みきかせ」を行っています。活動の機会は月１回程度ですが、皆さん、
子どもたちとのふれあいを楽しみながら活動されています。また、日本語・
英語よみきかせの日本語の担当もご協力いただいています。
　声を出すことは健康にもつながりますし資格などは必要ありません。
図書館でよみきかせボランティアはいかがでしょうか。気軽にお声がけ
ください。
　また、図書館では、毎年夏頃に「よみきかせ講座」を開催しますので、
多くの皆様のご参加をお待ちしております。

毎月　第３日曜日

午後２時～　視聴覚室　

事前申込不要　

入場無料！

映画を愛する皆さまに図書館がおくる、 名作 ・ 話題作の

上映会です。

毎回、 映画の関連図書も展示しますのでお楽しみに！

図書館ボランティア募集
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 どんな本を読むかは十人十色
～相互貸借をご存じですか？～

　上山市立図書館には、 現在およそ 16 万点余の本や資

料が常備されています。数字だけで表現されてもその数がど

れだけのものかなかなかリアルには実感できません。そこで或

る計算をしてみました。わたしが毎日１冊ずつ読み続けるとして、

館内すべての本や資料を読破するためにはどれだけの時間

が必要なのか。答えはなんと自分の想像をはるかにこえて 430

年以上かかってしまうことになるのです。さらにその 430 年間

で毎月新たに蔵書される冊数は 100 万冊以上に及びます。

早い話、 天文学的な数字になります。それだけとてつもない

数の所蔵があるわけです。ところが、 一般的なベストセラー本

は別として、 いざ利用者が必要としている目的の本や資料を

ピンポイントで探そうとすると、 必ずしも見つかるとは限りません。

　しかし、だからといってそこで諦めてしまわずに、図書館にご

相談ください。公共図書館同士の信頼関係にもとづいて実施

されている相互貸借というシステムを利用していただくことができ

ます。

　もし探している本や資料が当館になくても、 所蔵館をさがし

て、 お取り寄せいたします。当館の利用者登録をされている方

はどうぞお気軽にご利用ください。

　話を戻しますが、 どうして 16 万点余もあるのに探している特

定の対象がなかなかヒットしないのでしょう。そこには人間の好

奇心や探求心、 さらにはそのバリエーションの奥深さと繊細さ

があるように思います。

　皆さん、どうぞお気軽にご来館ください。

 図書館長　岩井　哲

・ ふだん自分では選ばない本ですが、面白かったです。
それとおまけまでつけていただいて、 ご褒美をもらった
みたいで嬉しいです。【50 代】

・ 本当に毎年楽しみにしております。自分の知らない
世界に 心新たな気持ちになったり、 今の自分に必要
な本だったりと、 びっくりする事、 多々。いつも、 私達を
楽しい思いにしてくださり、ありがとうございます。
【60 代】

・ プレゼントがついていて子どもが喜んでいた。
【30 代】

・ 中身がわからないから、わくわくした !!【10 代】

・ ラッピング本を手に持った感じは絵本だろうなと思っ
てチョイス。ところが、包装紙をあけたらまさかの２分類
（歴史 ・ 地理）。自分からはほぼ手を出さない分野。し
かし、 初分野、 意外にツボに入り楽しませてもらいまし
た。新しい分類を開拓した気分です。これもうれしい
ラッピング効果ですね。 〈中略〉 楽しい企画ありがとう
ございます。【60 代】

・ 何年ぶりかでクリスマスプレゼントをもらったようで、
とてもうれしかったです。英字新聞は様になりますね。
英字新聞を再利用して友達にプレゼントしたら、 とても
喜ばれました。【70 代】

昨年 12 月、 クリスマスのテーマ展示の際にアンケートを実施しました。
その回答、要望の一部をご紹介いたします。

・ 新刊の本も充実しており、 満足しています。読書の楽し
さをぜひ、 色々な人にわかってほしいと思っています。決
して派手でなくてもいいので、 地道にアピールし続けてほ
しいと思います。
【６０代】

・ いつも楽しい企画が催されて、とても良い図書館だと思
います。もっと利用者が増える宣伝、ＰＲが不足しているよ
うに感じます。【６０代】
▶図書館で行われるイベント等は、毎月発行の「市報かみの
やま」の他、図書館ホームページ、Facebook でお知らせして
おります。今後も、皆さんに楽しんでいただけるようなイベ
ントを企画していきます。ぜひ、この機会に図書館ホーム
ページ、Facebook をご覧ください。

・ 図書館は私のオアシスのような場所です。静かに集中
して本は読めるし、 清潔な印象で、 スタッフの皆さんも穏
やかに接してくださいますし、 いつもありがたく思っていま
す。知と文化の場所がこれからもずっとあることを願って
います。【60 代】
▶温かいお言葉ありがとうございます。利用者の皆さんには、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、手指消毒、検温、入
館票の記入等のご協力をいただき、ありがとうございます。
安心して図書館を利用していただけるよう、職員一同、これ
からも頑張っていきたいと思います。

図書館に対して ラッピングブックに関して



❹

『レゴ 生き物大集合』
DK社／編
五十嵐　加奈子／訳（市内出身） 
東京書籍　2021年11月発行　
分類759レ

『国鉄　上山駅開業から記帳調べ（上山温泉駅）
～私が調査知る限り昭和期までの概況～』
佐竹　實男／著(市内在住)
2021年11月発行
分類K686.8サ

『斎藤茂吉からの系譜』
高橋　良／著
文芸社　2021年10月発行
分類M911.1タ

『日本を創った男～渋沢栄一青き日々～第３巻』
星野　泰視／著(市内出身)
秋田書店　2021年９月発行
分類726.1ホ

その他上山市の団体発行の記念誌一覧
『上山市立北中学校創立５０周年記念誌』
『上山市立南中学校５０年のあゆみ』
『国際ソロプチミストかみのやま認証２０周年記念誌』　

 

国立国会図書館デジタル化資料送信サービス

図 書 館 利 用 案 内

『レゴライフハックス』
DK社／編著
五十嵐　加奈子／訳（市内出身）
東京書籍 2021 年 12 月発行
分類 759 レ

『久遠の島－The book of pledge－』
乾石　智子／著（市内在住）　
東京創元社　2021年10月発行
分類913.6イ

『羽前の伊豆神社と伊東・工藤姓
－荘園と豪士を中心に－』
加藤　和徳／著（市内在住）
蓬莱波形山文庫　2022年２月発行
分類K212.5カ

『PLUS MADHOUSE　05　小池　健』
（市内出身）　
キネマ旬報社 2010年10月発行
分類778.7フ

『権現堂ふりそで桜のリアル2021』
斎藤　繁／撮影・編集・印刷（市内在住）
2021年発行　
分類K748サ

《郷土資料は、上山市在住・出身著者の方や上山に関係する内容の資料です。》

郷土資料紹介とおしらせ

　国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、インターネットに
公開しておらず、絶版等で入手が困難な資料、約 153 万点（令和
4年 1 月現在）を、上山市立図書館で閲覧することができます。
上山市立図書館の利用カードをお持ちの方はどなたでもご利用
できます。ぜひ、調査・研究にお役立てください。

定期開催の催し

■ 開館時間：午前９時～午後７時
　　     祝日：午前９時～午後４時30分
■ 休  館  日：毎週水曜日、振替休日、12月28日～１月４日
振替休日と水曜日が重なった場合は翌日も休館

発行/上山市立図書館　 上山市二日町１０番２５号
TEL  023-677-0850　https://www.kaminoyama-lib.jp

「図書館ボランティア」を随時募集しております。
興味のある方は図書館までご連絡ください。

〇よみきかせ 
第1・第2・第4土曜日　午前10時30分～11時30分
〇日本語・英語よみきかせ
第3土曜日　午前10時30分～11時30分
〇これよんでコーナー
第3土曜日　午後２時～３時30分(不定期開催)　
〇おはなし会（スプーンの会）
毎月1回　午前11時～11時40分
　　　　　　開催日はHPでご確認ください。

『５W1H思考で学ぶキャッシュ・フロー計算書
～2022年実施改訂学習指導要領（商業編）を
見据えて～』
我妻　芳徳／著・発行(市内在住)
神戸新聞総合出版センター（発売）
2021年９月発行 分類K336.9ワ

紹介している資料は令和３年10月～令和４年２月までに寄贈を受けた資料です。

『最期の声－ドキュメント災害関連死－』
山川　徹／著(市内出身)
KADOKAWA　2022年2月発行
分類369.3ヤ


