図書館が提供する主なサービス

3F

インターネット予約サービス
ホームページから予約し、県内のお近くの
図書館で受け取ることができます。ご利用
にあたってはパスワードの発行が必要です。

遊 学 館
〒990-0041

山形市緑町1-2-36

遊学館は複合施設です。

各構成団体のお問い合わせ先

相互貸借サービス

山形県立図書館

山形県立図書館

市町村立図書館・公民館図書室を通して県
立図書館の資料を借りることができます。

T E L 023-633-0165
（本の相談）
023-631-2523
（代表）
FAX 023-625-6520

調査相談（レファレンス）

【開館時間】9:00〜19:00

調べものや研究に必要な資料・情報収集

（但し令和2年5月から20:00まで）

のお手伝いをします。電話、FAX、郵送、

【休館日】

ホームページで受け付けています。

第1・3・5月曜日、第3日曜日、年末年始
（12月29日〜1月3日）、蔵書整理期間

２月１日

令和２年

午前９時30分

リニューアルオープン

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

図書館に新しくできたコーナー
山形県生涯学習センター
対面朗読室

TEL 023
（625）
6411

活字による読書が困難な方にご利用いた

FAX 023
（625）
6415

だけます。
（個室）

オープニングイベント 2/1

・2/2

の２日間

【開館時間】9:00〜21:00
（夜間利用の申込みがない場合は19:00

アクティブラーニングルーム

2F

まで。但し令和2年5月から20:00まで）

グループによる探究型学習、研究発表な
どにご利用いただけます。

【休館日】第1・3・5月曜日、第3日曜日、
年末年始（12月29日〜1月3日）
https://www.gakushubunka.jp/

おはなしの部屋

yugakukan/

靴を脱いで自由に読み聞かせなどをお楽
しみいただけます。

山形県男女共同参画センター・チェリア
T E L 023
（629）
7751

ビジネス支援コーナー

FAX 023
（629）
7752

仕事や起業、就職等に役立つ幅広い分野

【開館時間】9:00〜21:00

の資料や情報を提供して、
ビジネス活動を

（夜間利用の申込みがない場合は19:00

サポートします。

まで。但し令和2年5月から20:00まで）
【休館日】第1・3・5月曜日、第3日曜日、
年末年始（12月29日〜1月3日）

交 通 案 内

https://yamagata-cheria.org/

●バス
•山形駅前から沼の辺行きで遊学館前下車、
徒歩3分
•山形市役所経由路線で市役所前下車、
徒歩5分
●タクシー
•山形駅前から10分
●車でお越しの方
（駐車場）
•遊学館駐車場と県営駐車場をご利用ください。
•最初の1時間250円、
以降30分ごと100円

山形県公文書センター
T E L 023
（676）
6512（FAX共通）
【開館時間】9:00〜17:15
【休館日】日曜日、月曜日、祝日、年末年始
（12月29日〜1月3日）

（入退館時にそれぞれ1階総合案内へ駐車券を提示し
てください。
利用時間に応じて、
一定の割引があります。
）

1F

https://www.pref.yamagata.jp/ou/
somu/020023/
大学コンソーシアムやまがた
T E L 023-628-4842
【開館時間】10:00〜17:00

三島神社●

遊学館駐車場

日、祝日、
年末年始
（12月29日〜1月3日）

IL BLU イルブル 遊学館

●山形市役所

市役所前

T E L 023
（631）
7808
【休業日】
月曜日、
第3日曜日、

至県庁

１階はBＧＭに包まれながら誰もが気軽に読書を楽しめるエリア、
２階は静かな環境で読書や調べものができるエリアとして、

http://consortium-yamagata.jp/

【営業時間】9：00〜18：00

N
至山形駅

【休館日】第1・3・5月曜日、土曜日、日曜

山形県立図書館が新しく生まれ変わります。

皆さまの利用目的に応じてお使いいただけるようになります。
遊学館前

文翔館
（旧県庁）
●

FAX 023-628-4820

遊学館

県営駐車場

お待たせいたしました！

年末年始（12月29日〜1月3日）
https://www.ilblu-yamagata.com

多くの皆さまにご利用いただきたく、
オープニングイベントを開催いたします。
皆さまお誘いあわせの上、ぜひご来館くださいませ。

/1
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OPENING EVENT

オープニングセレモニー
9：30〜9:45 １Ｆ エントランスホール

◇挨拶 ◇テープカット

メモリアルコンサート 10:00〜11:30

︵モデレーター 森岡督行氏︶

記念講演＆トークセッション

時︵途中休憩 分︶

16

はじまりは坂の途中 で
〜日本文学が見せる人間のゆとりと
威厳について考えるために〜

時〜

約３００名

２Ｆ ホール

定員

14

ロバート キャンベル 氏

２Ｆ ホール
みなさんの歌声や演奏をお楽しみください。 参加無料
竹田西部幼稚園（マーチング）
山形市立第四小学校（合唱）
新庄市立新庄中学校（吹奏楽）
県警察音楽隊（吹奏楽）

/2

2

OPENING EVENT

/1 ・2

OPENING EVENT

本のお話会＆子育て相談コーナー

JAXA宇宙教室

2/1 10:00〜16:00 2/2 9:30〜16:00 随時 １Ｆ おはなしのへや
新庄南高等学校のお兄さんやお姉さんたちが絵本を読んでくれます。県産
の木材で作った積木や折り紙で一緒に遊べるよ。家庭での教育で疑問に思っ
ていることや困っていることがあれば、県家庭教育アドバイザー等が子育て
相談もお受けします。 対象：乳幼児・小学生とその保護者 参加無料

スペシャルトーク
「宇宙に飛び出せ！」
10:00〜11:00 ２Ｆ ホール
講師：ＪＡＸＡ角田宇宙センター所長
対象：小学生から大人まで
定員：約300名 参加無料

図書館企画展 １F 企画展示コーナー

2

吉田誠氏
事前
申込

間に出版された本を展示します。山形県ゆかりの映画になった本や、開館当
時図書館に並んでいた本など、本とともに時代を振り返ります。

くらべてみよう絵本わーるど 2/1 〜3/1
〜Read the Original Book and Translated Version〜
同じ絵本でも日本語で書かれた本、
外国語で書かれた本があります。
くらべ
てみると、
絵が違ったり、
主人公の名前が違ったりと新しい発見がありますよ！
イル

講演
「宇宙ステーションの仕事と生活」
13:00〜14:00 ２Ｆ ホール
講師：ＪＡＸＡ宇宙飛行士 大西卓哉氏
対象：主に小中学生、
高校生、
一般
定員：約300名 参加無料

山形県立図書館平成３０年の歩みと、
ともに歩んだ本
遊学館開館の平成２年から令和元年まで、
３０年
2/1 〜3/14

学び・交流のマルシェ

事前
申込

2/1

10:00〜12:00
13:30〜16:00
2/2 9:00〜11:30
13:30〜16:00
１Ｆ カフェレストラン前

宇宙映像の上映会
15:00〜16:00 ２Ｆ ホール

宇宙服試着撮影会

障がい福祉サ
ービス事業所や
特別支援学校
のお菓子などを
販売します。

２Ｆ チェリア交流コーナー
新庄市内の高校生が制作したパネ
ルや関連図書を展示します。
山形県男女共同参画センター

やまがたものづくり展＆ワークショップ

9:00〜15:00 ２Ｆ ギャラリー

ブ

ル

ＬＢＬＵ遊学館 １Ｆ カフェレストラン 2/1 〜3/31
パネル展示『LGBTQ＋ Ｉ
リニューアルオープン記念ワンプレートランチ
をともに考えよう』

旬の県産食材をお楽しみいただけます。
IL BLU遊学館
◆ランチタイム 11:00 〜 14:00
◆テイクアウトドリンク
◆カフェタイム 11:00 〜 17:00
9：00
（2/1は10：00）
〜18：00
山形県生涯学習センター＆山形小説家・ライター講座コラボ企画

森見登美彦＆深緑野分トークショー 15:00〜17:00

2/8

２Ｆ ホール
2019年本屋大賞第3位『ベルリンは晴れているか』の深緑野分氏と同第4位
『熱帯』
の森見登美彦氏のトークショー。
今話題の二人の作家が山形で初共演。
定員：320名 チケット料：一般2,000円、
高校生以下1,000円
チケット取扱所：山形県生涯学習センター
（遊学館３Ｆ）
ほか
山形県生涯学習センター

参加無料

３Ｆ 第２研修室
【展示】
9:00
（2/1は9:45）
〜18:00
9:00〜15:00 ２Ｆ ギャラリー
15
山形の『上質ないいもの』
を取り揃えたお部屋を
事前
算数・科学教室
紙芝居と読み聞かせ 事前 イメージした展示コーナー。（クイズもあるよ！）
申込 【ワークショップ】
申込
２Ｆ ゆうキャンパスステーション
『ひとり歩きの、
山形建築旅ノート』
2/8
＆楽しい工作
ストラップ作り
【一部：10:00〜11:00 算数教室】 10:00〜12:00 ２Ｆ チェリア学習室 ◆天童将棋駒（書き駒）
頒布会＆執筆者プレゼンテーション 13:30〜16:00 ３Ｆ 第１研修室
将棋駒
2/1 13:00〜16:00 先着50名 参加無料
小学校４年生で学習する面積等の内 小学生向けの紙芝居と読み聞かせ。
銀座で
「一冊の本を売る書店」
を経営し、多様なメディアに取り上げられてい
対象：小学生以上
（未就学児は保護者同伴）
容を基に、楽しく学習します。
る森岡書店の森岡督行氏と、市民ライターが協力して作った山形の名建築
ビー玉万華鏡を作って、図書館を探
事前
◆ダンボール製子ども椅子
「猫田君」
作り
申込
【二部：11:15〜12:15 科学教室】 検してみよう！
ガイドブックを、森岡氏のトークを交えてメンバーがプレゼンテーションしま
2/2
10:00〜16:00
先着50名
参加無料
元素の発見に関わる実験を行い、元 対象：小学生とその保護者
事前
す。
本書１冊を無料進呈。 定員：100名 参加無料
対象：小学生以上
（未就学児は保護者同伴）
申込
素発見の歴史を学びます。
申込先：東北芸術工科大学地域連携推進課（023-627-2091）
定員
：
30名
参加無料
事前
『森はすごいなあ。
』11:00〜12:00 ３Ｆ 第３研修室
山形県産業政策課 （023-630-2691）
猫田君
対象
：
小学校高学年
（４〜６年生）
と保
山形県男女共同参画センター
申込
絵本の読み聞かせ＆木のスプーン作り教室
2/9
護者 定員：各20組 参加無料
和合亮一氏による朗読会
『詩ノ箱』
対象：小学生とその保護者 定員：20組 参加無料
日本遺産
・
山形の宝展＆ワークショ
ップ
大学コンソーシアムやまがた
事前
読み聞かせ
〜街を歩く詩人たちの地図〜 14:00〜15:30 １Ｆ新着図書エリア
申込
３Ｆ 和室研修室
詩人・和合亮一さんによる詩のワークショップで、有志が街歩きしながら即興で
スキルアップ講座
事前
プログラミング教室 事前 くうきのふしぎ
【展示】9:00
（2/1は9:45）
〜18:00
絵本作家のお話会
表現した、立体的な詩集『詩ノ箱』の朗読会です。 定員：40名 参加無料 事前
10:00〜12:00 ３Ｆ 第３研修室
申込
申込
申込
日本遺産や山形の宝のパネル展
◆動く絵本作り
①13:15〜13:55 ②14:30〜15:10 ＆ワークショップ
申込先：東北芸術工科大学地域連携推進課（023-627-2091）
保護者と読み聞かせに関心のある
【ワークショ
ップ】
①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00 ２Ｆ ゆうキャンパスステーション
①11:00〜12:00 ②13:00〜14:00 方向けの、読み聞かせや選書の仕方
１Ｆ アクティブラーニングルーム
山形大学のお兄さんやお姉さんた １Ｆ アクティブラーニングルーム
事前 ◆ハンカチの紅花染め体験
山形小説家・ライター講座 14:00〜16:00 3Ｆ 第１研修室
を学ぶスキルアップ研修です。講師
申込
2/1 10:00〜11:00 13:30〜14:30
〔初級〕タブレットやパソコンを使っ ちによる小学校低学年を対象とした 県出身絵本作家の土田義晴先生と は、読み聞かせ講座で大人気の本間
第一線で活躍中の作家や編集者を講師に、受講生が提出する短編作品（毎
対象：一般 定員：各１０名 参加料：500円
て、動く絵本を作りましょう。初めて くうきの実験＆体験教室です。
一緒に楽しむお話会。午前中はＭｙ 俊美氏です。定員：30名 参加無料
回３本程度）の講評をいただきます。
あわせてトークショーも開催します。
の人でも大丈夫！山形県工業技術セ
大学コンソーシアムやまがた
事前 ◆紅花リップバーム作り
絵皿、午後はＭｙバッグを作ります。
講師：酒井順子氏 3月22日
講師：有栖川有栖氏
2月23日
申込
2/1 11:00〜11:30 11:30〜12:00
ンターの職員が分かりやすく教えま
対象：未就学児・小学生とその保護者 学力UP
事前
参加料：各回 一般2,000円、
大学生1,000円、
高校生以下無料
14:30〜15:00 15:00〜15:30
申込
す。入力の仕方が分からないときは、 探究学習の発表会
定員：各20組 参加料：300円
山形小説家・ライターを育成する会事務局 E-mail：sakka.naro@r7.dion.ne.jp
基礎づくり講座
対象：一般 定員：各５名 参加料：500円
高校生のお兄さんやお姉さんがサ ２Ｆ ギャラリー
13:30〜15:00 ３Ｆ 第３研修室
◆紅花ミニスワッグ作り
ポートします。
高校生の取組みを紹介します。
絵本に見る「ジェンダー」 子どもの学力ＵＰのために家庭でで 事前
「本の森講座」〜家庭菜園のコツ教えます！編〜
申込
2/1 16:00〜17:30 2/2 10:00〜11:30、
14:00〜15:30
対象：小学生とその保護者
【10:00〜12:00】
事前
13:00〜15:00
きることを、ベテラン講師が分かり
3/8 １Ｆ アクティブラーニングルーム 定員：30名 参加無料
対象：一般 定員：各８名 参加料：1,000円
定員：各20組 参加無料
・雷シイタケ
（山形工業高等学校）
申込
２Ｆ チェリア学習室
やすくお話します。
図書館所蔵のデータベース
「ルーラル電子図書館」
を活用し、家庭菜園のコ
◆紅花ペーパーフラワー作り
持ち物：無線LANに接続可能なタブ ・豆ガールズの取組み（置賜農業高等学校）
絵本を通して、ジェンダーについて 講師：県家庭教育アドバイザー
ツや豆知識等を学べる講座です。
山形県立図書館
10:00〜12:00、
両日
13:30〜18:00
レットまたはパソコン
【13:00〜15:00】
考えてみましょう。 参加無料
金澤 和子氏
講師：一般社団法人農山漁村文化協会東北支部 水野隆史氏
対象：一般 参加料：100円(2本で) 材料がなくなり次第終了
・そばガールズの取組み（北村山高等学校）
◆ロボット・ゲーム
対象：絵本が好きな方どなたでも
対象：保護者・家庭教育支援関係者等
13:00〜16:00 随時
・庄農うどん大作戦！
（庄内農業高等学校）
山形県男女共同参画センター
定員：３０名 参加無料
国宝土偶講演会＆山形県発掘調査速報会2019
３Ｆ 第３研修室
やまがたの灯り展＆ワークショップ ３Ｆ 第４・５研修室
3/8 13:00〜16:15（開場12:00） ２Ｆ ホール、ギャラリー
〔初級〜中級〕山形工業高等学校の 読書ワークショップABD
【展示】9:00
（2/1は9:45）
〜18:00
大学コンソーシアム加盟機関の紹介パネル展示
国宝土偶の魅力や、
令和 【講演会】
13:05〜14:05
お兄さんやお姉さんが優しくプログ 13:00〜17:00
事前
有機ＥＬ照明、月山和紙・廃木材・ひょうたんランプなど、多様な『やまがたの
13:00〜17:00
２
Ｆ
ゆうキャンパスステーション
元年度に本県で発掘さ
講師
：
長野県立歴史館
学芸部総合情報課長 寺内隆夫氏
申込
ラミングを教えてくれます。ロボット ２Ｆ チェリア学習室
灯り』
をご覧ください。
れた遺跡の時代や内容 【速報会】14:35〜16:10
を動かしたり、一緒にゲームで遊ん 対話型の新しい読書法「ＡＢＤ
（アク 大学・短大・専門学校などの高等教育機関13校の紹介パネルを展示します。 【ワークショップ】
大学コンソーシアムやまがた
をご紹介します。
報告者：山形県教育委員会、
でみよう！好きな時に遊びに来てね。 ティブ・ブック・ダイアローグ）Ⓡ」を
◆有機ＥＬ体験コーナー 両日 10:00〜12:00、
13:00〜15:00
定員
：
324名
参加無料
公益財団法人山形県埋蔵文化財センター
用いて、共感的コミュニケーションを
手回し発電機を使った有機ＥＬ照明の点灯、光三原色の体験
事前
「図書館って いいね 」
をプロデュース！
ブックカフェ 10:00〜12:00 考えるワークショップです。
事前申込方法
事前 ◆月山和紙キャンドルホルダー作り
申込
インターネットまたはＦＡＸでお申し込みください。1/８
（水）午前11時から申し込
山形県男女共同参画センター
企画＆ＰＲ講座 10:00〜16:00 ３Ｆ 第１研修室
申込
２Ｆ チェリア交流コーナー
両日 16:00〜18:00
みをお受けします。申込先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。
中高生
（ヤングアダルト）
に、
本や図書館に興味を持ってもらうにはどうしたらよ
や
わ
オリジナルしおりやブックカバーの
定員：各日20名
キャンセルが出た場合は、
当日の申し込みも可能です。
【インターネット申込】
いでしょう。
高校生と図書館司書など、
図書館や読書にかかわる方が一緒になっ
「仏像の 事前
制作、本のタイトル当てクイズなど、 やまがた夜話
参加料：1,200円
申込
①下記アドレスまたは、右側のＱＲコードからお申し込みください。
て、
企画やＰＲの仕方を学ぶ講座です。
チラシの工夫ひとつで集客力に差が出る！
「本を体験して楽しむbook cafe」
を 研究者たち」17:00〜18:30
（中学生までは500円
（ミニサイズ）
）
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700015/library/openingevent.html
◆ いいね を生み出す企画講座 講師：吉田倫子氏 （漫画「夜明けの図書
コンセプトにした体験型ワークショッ ２Ｆ ゆうキャンパスステーション
②申込受付メールが送信されますので、
当日、受付に画面（または印刷したもの）
を提示してくださ
事前 ◆ひょうたんランプ作り
い。
（ 開催日の1週間前になっても申込受付メールが届かない場合は、お手数ですがお電話
館」
（埜納タオ著 双葉社）の監修を担当。長年にわたり司書として活躍。） 申込 両日 10:00〜12:00
プです。
「ＬＧＢＴ」をテーマにした展 仏像研究の先人たちの知恵やエピ
（023-630-3126）
でご確認ください。
）
示もあります。
定員：各日20名
ソードをお話しいただきます。講師 ◆ いいね を伝えるＰＲ講座 講師：ＮＰＯ法人男女共同参画おおた理事長
【ＦＡＸ申込】
坂田静香氏 （講座申込３倍ＵＰで評判の人気講師。）
①必要事項を記載の上、FAX（023-630-2874）
でお申し込みください。 必要記載事項：住所、
対象：関心のある方どなたでも
参加料：1,000円
は、東北古典彫刻修復研究所 渡邉
申込者氏名、連絡先（電話番号、
ＦＡＸ番号）、参加希望講演（講座）、参加希望時間帯、参加者
対象
：
高校生、
図書館司書、
学校司書等
定員
：
60名
参加無料
参加無料
（中学生までは500円
（ミニサイズ）
）
真吾氏です。定員：４５名 参加無料
氏名、参加人数 ②確認ＦＡＸをお送りしますので、受付状況をご確認ください。
（開催日の1週間
持ち物：筆記用具 申込先：高校生は、
各学校に申込み
山形県男女共同参画センター
前になってもＦＡＸが届かない場合は、
お手数ですがお電話
（023-630-3126）
でご確認ください。
）
大学コンソーシアムやまがた
【主催】山形県・山形県教育委員会

宇宙を知るパネル展など

【共催】
公益財団法人山形県生涯学習文化財団・大学コンソ−シアムやまがた

（Ｃ）
ＪＡＸＡ

【協力】
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構角田宇宙センター

【主管】山形県教育庁文化財・生涯学習課 〒990-8570 山形市松波二丁目8-1 ☎023（630）3126

FAX 023（630）2874

