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昭和 24年 5月 山形大学創設　附属図書館設置（旧山形高等学校図書館を中央図書館とし、
旧山形師範学校・旧山形青年師範学校の図書館を教育学部分館、旧米沢工業
専門学校・旧山形県立農林専門学校の各図書館を、それぞれ工学部分館及び
農学部分館として、新機構のもとに発足）

28年 1月 中央図書館新築第1期工事完成。閲覧室、ホール、目録室、事務室等落成
30年 2月 事務機構の改革。庶務・司書の2係から管理・目録・閲覧の3係に改組
33年 1月 中央図書館新築第2期工事完成。学生閲覧室の落成
38年 4月 教育学部の統合移転に伴い、教育学部分館を中央図書館へ統合
39年 3月 工学部分館竣工
40年 3月 新中央図書館を新築し、北書庫部分竣工
46年 2月 中央図書館2・3階部分を増築（第1回）
47年 12月 農学部分館竣工
53年 4月 医学部分館を設置
54年 2月 中央図書館南書庫、開架閲覧室南側部分を増築（第2回）

平成 4年 4月 事務組織を事務長制から事務部長制に変更
6月 中条家文書（233通）が重要文化財に指定される

5年 2月 図書館協議会に自己評価委員会を設置
6年 2月 「山形大学附属図書館自己評価報告書」を発表
7年 1月 中央図書館の増改築工事竣工
9年 9月 中央図書館にセルフコピー機を設置
10年 4月 学外者利用の開始

10月 中央図書館に衛星放送受信装置設置（CNNニュース放映開始）（平成20年度終了）
オープンギャラリー開設

11年 2月 人文・社会科学系特別図書選定委員会を設置
4月 医学部分館にセルフコピー機を設置

12年 1月 工学部分館の増改築工事竣工（第2回）
13年 12月 工学部分館にオープンギャラリー開設
14年 3月 工学部分館学外者の利用を未成年者に拡大
15年 3月 農学部分館増改築工事竣工

「山形大学附属図書館自己点検評価報告書」を刊行
11月 「図書館利用サービスアンケート調査」を実施

16年 4月 附属図書館中期目標・中期計画の開始（平成21年度まで）
8月 山形大学１学部・部門プロジェクトに「紅花の歴史文化と地域学術資料のデータベース

化及び情報発信」プロジェクト（通称「紅花プロジェクト」）を附属博物館と共同で申請・
採択（平成18年3月まで）

17年 10月 和算資料212点の寄贈を受け「鈴木文庫」として公開
18年 7月 事務組織を学術情報部（学術情報ユニット・情報サービスユニット・情報企画ユニット）

に改組
8月 国立情報学研究所（NII）の次世代学術コンテンツ基盤共同事業（CSI)に参加
11月 「大学コンソーシアムやまがた」に学術情報部会を立ち上げる（平成21年度まで）

19年 5月 「文殊菩薩騎獅像」（山形市指定文化財）と古文書約850点を「宝光院文書」として受贈。
「文殊菩薩騎獅像」の修復を実施

9月 「紅花プロジェクト」が東北地区大学図書館協議会学術奨励賞を受賞
20年 7月 事務組織の学術情報部を廃止し、企画部図書情報企画ユニット・小白川事務部小白川

図書ユニット・各学部事務ユニットに改組
21年 7月 附属図書館を廃止し、小白川図書館・医学部図書館・工学部図書館・農学部図書館に

改組
22年 4月 山形大学基本組織規則に「4館を総称して「附属図書館」と称する」旨規定。山形大学

図書館規程を制定。企画部図書情報ユニットが廃止され、企画部社会連携・図書・情報
ユニットに改組

23年 4月 企画部社会連携・図書・情報ユニットが廃止され、渉外部社会連携・図書・情報課に改組
24年 4月 渉外部社会連携・図書・情報課が廃止され、渉外部渉外課に改組
26年 4月 渉外部渉外課が廃止され、教育・学生支援部学務課に改組
30年 9月 小白川図書館事務組織の図書課が廃止され、総務課と教務課に改組

1.　沿　　革
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　　　　　　　　　　　　 (図書館）
　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１） 小白川図書館
（２） 医学部図書館
（３） 工学部図書館
（４） 農学部図書館

職員数（平成30年9月1日現在）

専任 短時間勤務

2 1
2 6
4 7
2 4
2 2
2 1
10 14

・学外の各種会議への参加
・対外折衝・調整

２．　組　織　機　構　図

小白川図書館長 医学部図書館長 工学部図書館長 農学部図書館長

小白川キャンパス長 飯田キャンパス長 米沢キャンパス長 鶴岡キャンパス長

学　　長

理事（図書担当）

教育・学生支援部学務課

　　　　　*国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則

小白川キャンパス事務部
総務課（総務担当）
教務課（図書担当）

飯田キャンパス事務部
学務課（図書担当）

米沢キャンパス事務部
学務課（図書情報担当）

鶴岡キャンパス事務室
（図書担当）

（平成30年9月1日現在） （平成30年9月1日現在）

小白川キャンパス事務部教務課　　　

小白川キャンパス事務部総務課　　　総務担当

図書担当

第32条　本学に次の図書館を置き、4館を総称して「附属図書館」という。

小白川図書館

職員数
合計

（小白川図書館計）
医学部図書館
工学部図書館
農学部図書館

（ 図　書　館　計 ）
3
24

8
11
6
4

3

2



館　　長 長山　俊樹（平成30年4月1日～32年3月31日） http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yktop/

〒990-8560　山形市小白川町１丁目４－１２

　　E-mail：jsagaku@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

開館時間
曜　日 通　常　期 休業期（*） （＊） 　　夏季休業　　   8月 6日 ～ 9月30日

平　　日  8：15～21：00  8：45～17：00 　　　冬季休業　　 12月25日 ～ 1月10日
土・日・祝日 11：00～18：00 休　　館 春季休業　   2月20日 ～ 入学式の日まで

案内図

面 積       8,015㎡
蔵 書 冊 数 721,188冊
座 席 数 　　　　　 855席
竣 工 昭和40年3月30日
増 築 昭和46年2月10日
増 築 昭和54年3月25日
増 改 築 平成 7年1月31日
改 修 平成29年2月28日

3-1.　小白川図書館案内

　・利用についてのお問い合わせ Tel：023-628-4912  Fax：023-628-4915
　・レファレンスのお問い合わせ　 Tel：023-628-4914  Fax：023-628-4915

小白川図書館案内図 1F  グループワークエリア2
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館　　長 木村　　理（:平成30年4月1日～32年3月31日） http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/ymtop/

〒990-9585　山形市飯田西二丁目２－２

　Tel：023-628-5054  Fax：023-628-5059

開館時間
曜　日 通　常　期 （＊）夏季休業      8月 4日 ～ 8月19日

平　　日  8：45～21：00 　　　冬季休業    12月28日 ～ 1月 6日
土・日・祝日 10：00～17：00 　　  春季休業       3月16日 ～3月31日

無人開館の実施(利用に制限あり）
　開館時間：有人開館時間を除く8時15分から24時まで
　利用対象：学部長からセキュリティカードの貸与を受けた本学部の教職員、
　　　　　　　　大学院学生及び学部学生で図書館長が利用を認めた者

案内図 　

面 積    1,195㎡
蔵 書 冊 数 93,247冊
座 席 数 　　　   　101席
竣 工 昭和53年3月30日

 8：45～19：00
休　　館

3-2.　医学部図書館案内

休業期（＊）

医学部図書館案内図

ピポクラテスは古代ギリシャの医者

カウンター前のヒポクラテス像

医学部図書館

１F 閲覧室

医学部図書館案内図

http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/ymtop/plib813/

ピポクラテスは古代ギリシャの医者

カウンター前のヒポクラテス像

医学部図書館

１F 閲覧室
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館　　長 森　秀晴（平成29年4月1日～31年3月31日）

〒992-8510　米沢市城南４丁目３－１６

　Tel：0238-26-3019  Fax：0238-26-3408

開館時間 曜　日 通　常　期 休業期（＊） （＊）春季休業      4月1日 ～ 4月2日
平　　日  8：45～22：00  8：45～17：00 　　　夏季休業    8月4日 ～ 9月30日
土曜日  9：00～17：00 休　　館 　　　冬季休業    12月25日 ～ 1月10日
日・祝日 13：00～17：00 休　　館 　　  春季休業       2月20日 ～3月31日

案内図

面 積       3,259㎡
蔵 書 冊 数 175,487冊
座 席 数 　　　　　 309席
竣 工 昭和39年4月25日
増 築 昭和42年3月31日
増 築 昭和62年2月25日
増 改 築 平成12年1月28日
改 修 平成30年8月31日

3-3.　工学部図書館案内

工学部図書館案内図
1F 書架

米沢キャンパス案内図

図書館
１号館

3号館

６号館

２号館

５号館
４号館

工学部図書館案内図
1F 書架

米沢キャンパス案内図

図書館
１号館

3号館

６号館

２号館

５号館
４号館

1F

2

3
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館　　長 奥山　武彦（平成29年4月1日～31年3月31日） http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yatop/

〒997－8555　　　鶴岡市若葉町1－23

Tel: 0235（28）2810　　Fax: 0235(28)2815

開館時間 曜　日 通　常　期 （＊）　　夏季休業　　  8月 4日 ～ 9月30日
平　　日  8：45～21：00 　　　冬季休業　　 12月25日 ～ 1月10日

土・日・祝日 10：00～17：00 春季休業　  2月20日 ～ 4月3日

案内図

面 積     　  969㎡
蔵 書 冊 数 　　101,310冊
座 席 数 　　　 120席
竣 工 昭和47年12月11日
増 築 平成15年3月28日

3-4.　農学部図書館案内

 8：45～17：00
休　　館

休業期（＊）

1F閲覧室

『赤川沿革誌』
（貴重資料）

農学部図書館案内図

①先端教育棟

②渡り廊下からの出入口

④正面玄関

③農学部正門

1F閲覧室

『赤川沿革誌』
（貴重資料）

農学部図書館案内図

①先端教育棟

②渡り廊下からの出入口

④正面玄関

③農学部正門
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3-5.　各地区交通アクセス

小白川キャンパス案内図

■小白川キャンパス
〈法人本部・人文社会科学部・地域教育文化学部・
理学部・学士課程基盤教育機構・小白川図書館・
附属博物館・情報ネットワークセンター・学生セン
ター〉
〒990-8560 山形市小白川町一丁目4-12（JR山形
駅から東方へ約2km）JR山形駅前から県庁行きバス
(約10分)で南校前下車徒歩(約10分)。JR仙台駅前
から山形行き高速バス(約60分)、南高前下車徒歩

■飯田キャンパス
〈医学部・医学部附属病院・図書館・教
育研究施設・附属特別支援学校〉
〒990-9585 山形市飯田西二丁目2-2
（JR山形駅から南方へ約5km）JR山形駅
前から大学病院・東海大山形高行きバ
ス(約15分)で大学病院下車。

■米沢キャンパス
〈工学部・図書館・教育研究施設〉
〒992-8510 米沢市城南四丁目3-
16（JR米沢駅から南西へ約2.8km）
JR米沢駅前から市街地循環バス：青
色のバス（約15分）で山大正門前下
車。JR米沢駅前から白布温泉行きバ
ス(約10分)で城南二丁目下車。JR米
坂線南米沢駅前から徒歩(約10分)。

■鶴岡キャンパス
〈農学部・図書館・教育研究
施設〉
〒997-8555 鶴岡市若葉町
1-23（JR鶴岡駅から南西へ約
1.5km）JR鶴岡駅前から徒歩

http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/mainlib/guide/map-campus.html

北

法人本部

人文社会科学部
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平成29年度 平成29年度

小白川図書館 318 小白川図書館 42
医学部図書館 344 医学部図書館 269
工学部図書館 313 工学部図書館 25
農学部図書館 320 農学部図書館 6

平均 324 計 342
282,403 小白川図書館 5
15,397 医学部図書館 5
57,239 工学部図書館 1
838 農学部図書館 0

102,681 計 11
小白川図書館 52

34,133 医学部図書館 20
3,093 工学部図書館 35

476,456 農学部図書館 3
19,328 計 110
17,552 小白川図書館 182
787 医学部図書館 9
3,740 工学部図書館 37
61 農学部図書館 14

8,259 計 242
121 小白川図書館 390
1,837 医学部図書館 26
115 工学部図書館 13

31,388 農学部図書館 58
1,084 計 487
34,285 小白川図書館 300
2,593 医学部図書館 79
5,810 工学部図書館 44
120 農学部図書館 5

15,975 計 428
230 小白川図書館 794
3,465 医学部図書館 2,654
260 工学部図書館 148

59,535 農学部図書館 121
3,203 計 3,717

小白川図書館 760
医学部図書館 1,031

＊上段が学内者と学外者の合計数、下段が学外者数である。 工学部図書館 201
ただし、入館者数で工学部図書館は、入館フリーにより 農学部図書館 105
学外者数が不明である。 計 2,097

農学部図書館

計

4-1.　統　　　計　(図書館サービス）

■利用状況（開館日数と利用者数）

文献所在調査

館外貸出者数
（*）

医学部図書館

工学部図書館

農学部図書館

計

小白川図書館

貸出冊数
(*)

相互貸借借受冊数
（学外）

文献複写受付件数
（学内）

小白川図書館

医学部図書館

工学部図書館

開　館　日　数

入　館　者　数
(*)

小白川図書館

医学部図書館

工学部図書館

農学部図書館

計

文献複写依頼件数
（学外）

■利用状況（参考調査と図書館間相互協力件数）

事項調査

利用指導

相互貸借貸出冊数
（学外）

文献複写受付件数
（学外）
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所蔵雑誌種類数
（単位：種）

国内雑誌 10,027 3,097 2,060 2,621 17,805
外国雑誌 3,188 1,870 1,381 622 7,061

計 13,215 4,967 3,441 3,243 24,866
 他に閲読可能電子ジャーナル9,000タイトル有り （平成30年3月31日現在）

受入雑誌種類数
（単位：種）

国内雑誌 806 340 244 240 1,630
外国雑誌 346 39 20 12 417

計 1,152 379 264 252 2,047
（平成30年3月31日現在）

蔵書数
（単位：冊）

和　書 533,847 37,326 117,353 84,012 772,538
洋　書 187,341 55,921 58,134 17,298 318,694

計 721,188 93,247 175,487 101,310 1,091,232
（平成30年3月31日現在）

工学部図書館 農学部図書館 合計区　分

区　分 小白川図書館 医学部図書館 農学部図書館工学部図書館 合計

小白川図書館 医学部図書館

区　分 小白川図書館 医学部図書館

4-2.　統　　　計　(図書館の資料）

工学部図書館 農学部図書館 合計
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　貴 重 図 書
　中条家文書 （国指定重要文化財）
　中条　敦氏旧蔵書 ２３３通，附中条家家譜類１巻５冊
米沢藩主上杉家家臣の中条家に伝来した鎌倉期から江戸期にわたる文書。中世の政治・社会・生活をうかが い知ることのできる文書で、平成
４年６月に一 括して国の重要文化財に指定された。ホームページに文書の画像と共に目録を掲載している。
　文殊菩薩騎獅像（山形市指定文化財）
　宝光院旧所蔵　　掛け軸（絹本刺繍）１幅
最上義光ゆかりの寺院・山形市八日町の宝光院所蔵の「文殊菩薩騎獅像」は、永禄六年（1563年）に最上義光の母とされる永浦尼（えいほに）
が作製し同寺に寄進したもの。
昭和50年に山形市の指定文化財となっている。
　歌仙集「家本」
　天和２年(1682)　　古写本（兼圃筆）　　６冊　和歌本 　　歌仙家集本文研究者富士谷成章（1738～79）所持の「家本」。該本は27集が正保版本
系本文、家持・金盛・順・重之・中務の5集は西本願寺本系、躬恒・兼輔・伊勢・赤人は別系統の4集として納められている。
　奥羽道記
　丸山可澄著 元禄４年(1691)　　写本　１冊　　　紀行本
光圀の命で奥羽地方の史料を探策した際の日記。ホームページに全文画像を公開中。
　佐久間文庫
　佐久間森一郎氏旧蔵書　　５４２点
江戸時代の和算家会田算左衛門安明の弟子の直系である佐久間家所蔵の最上流算書、関流算書、福田派算書、その他天文、暦、測量、航海、度量衡関係
の和綴書。ホームページに目録を掲載するとともに、その一部（会田安明の著書146タイトル）の本文を画像化し「山形大学学術機関リポジトリ」で公開してい
る。
　志鎌文庫
 　志鎌安紀良氏旧蔵書　１４６点
江戸時代の和算「最上流」五伝の志鎌小平治安重氏が収集したもので、会田算左衛門安明直筆の書も多数含まれている。
　高橋文庫
　高橋里美氏（元山形高等学校校長・東北大学学長）の旧蔵書　　１,８６９冊
　西洋哲学、特にドイツ哲学関係の図書。稀覯本多数。ホームページに目録を掲載。

　大型コレクション等
　上杉文書（マイクロフィルム）
　市立米沢図書館所蔵の旧米沢藩主上杉家の藩政史料４,８９２点のマイクロフィルム版。　　２３６巻。
　近代中国史料叢刊、正編
　本叢刊は沈雲龍教授の主編によるもので、台北文海出版社刊第一輯より、以下百輯によって成り、1966年10月に「近代中国史料叢刊」第一
輯が発刊され、以下逐次刊行されて、1973年12月に「近代中国史料叢刊正編」として全百輯の完結をみたもの。　　１,２８１冊。
　Early British Periodicals （初期英国定期刊行物コレクション、マイクロフィルム）
　主に18～19世紀にイギリスで刊行された定期刊行物１６２タイトルのバックナンバーで、政治・経済・思想など多領域にわたる内容を含んでい
る。ホームページに目録を掲載。　　５６８巻。

　個 人 文 庫 
　柳原文庫
　柳原吉次氏（元本学教授）旧蔵書、５９９冊。大部分は和算関係の資料。ホームページに目録掲載。
　角田文庫
　トルストイ、チェーホフの英訳版、政治、経済、社会、商業、法規など各般に及ぶ洋書。当時大阪市に住む山形県出身の実業家角田益次郎氏
の蔵書。後輩青年たちの学究意欲をかき立てる足しになるならと寄贈された。　　２９６冊。
　細谷文庫
　一般教養書が中心。昭和45年、現職で亡くなられた細谷恒夫元学長のご遺族から寄贈されたもの。
１,９９３冊。
　鈴木文庫
　鈴木清夫氏から寄贈された鈴木家先祖の鈴木今介、今治により収集された最上流の和算資料。　２１２点。

　古文書（近世地方文書）　資料群として1,000点以上のもの
　達磨寺村文書
　旧・東村山郡達磨寺村、現・東村山郡長崎町の文書。　　１,６６７点。
　伊勢屋源助家文書
　旧・山城国京都、現・京都府京都で江戸時代に紅花問屋であった伊勢屋源助家の文書。文化期（19世紀初め）から明治末・大正期ににかけて
の文書。山形紅花商人との商取引や金融取引関係の帳簿・証文などのほか紅花商業以外の営業活動（大名貸・農民貸、銀箔、町屋敷、地主
小作など）の史料も含む。　１,７１１点。
　三泉村文書
　旧・西村山郡三泉村、現・寒河江市三泉に伝わった文書。　　１,４４６点。
　二藤部家文書
　旧・北村山郡大石田村、現・北村山郡大石田町、二藤部家の文書。７,９２２点。　分家等、１,２３３点。
江戸時代の商取引関係資料、年貢の取付け帳、など多種にわたる近世地方文書で、近世農業経済、農政、最上川水運を知る上に貴重な資
料。
　最上院文書
　旧・西村山郡醍醐村慈恩寺、現・寒河江市慈恩寺、最上院の文書。江戸期～明治期のもの。 １,７３１点。
　寺崎家文書
　旧・北村山郡横山村、現・北村山郡大石田町の寺崎家文書。２,４７８点。
　渡辺家文書
　旧・北村山郡大石田村、現・北村山郡大石田町で、江戸時代から明治期にかけて川船問屋を営んでいた渡辺家の文書。　　１,５９３点。
　宝光院文書
　山形市八日町の寺院・宝光院に伝世した文書。元和９年（1623）～明治までの文書で、安永から安政年間（1772-1859）のものが多く、内容面
では寺領関係文書を多く含む。また、江戸時代の境内絵図や中野村絵図などの貴重な絵図を伝えている。近世天台宗寺院研究の寺院経済・
法脈関係を調査するための貴重な文書とされる。９４８点。

5. 貴重図書等
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     平成３０年１１月発行 

（編集・発行）   

山形大学小白川図書館 ＊ (023)628-4914 

                  http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yktop/ 

  山形大学医学部図書館 ＊ (023)628-5054 

                http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/ymtop/  

  山形大学工学部図書館 ＊ (0238)26-3019 

               http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yztop/ 

 山形大学農学部図書館 ＊ (0235)26-2810 

                     http://www.lib.yamagata-u.ac.jp/yatop/     
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