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◎自由研究の本（１階児童図書コーナー）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎“夏を楽しむ”関係の本 

 

児童図書コーナー入口に、児童図書の “夏を楽しむ”関係の本の
コーナーがあります。うみ、怪談等夏 に関する本が集めてありま
す。 

 

◎「戦争と平和」のコーナー 

戦争は、自然や街をこわし、動物や、人間の命
を奪います。 

戦後６２年の日本。世界では、今も戦争が絶える
ことがありません。 

戦争と平和について本を読んだり、体験した人に
聞いてみることで戦争の惨さと平和を望む気持
ち、そして、人と人との絆の大切さについて考え
てみましょう。   

 【階段下にコーナーを設置しています。】 

自由研究の本は、児童図書コーナーの中にあ

ります。夏休み中は、貸出しされることが多

く、たくさんの予約も入っています。貸出期

限を守って、本を大切に扱ってください。 

また、「米子の歴史」や「米子城」などの郷土

の歴史を調べるための貸出用資料は、１階カ

ウンター横の書架にあります。 

２階の地域資料室（貸出禁止）にも詳しい資

料がありますので、お気軽にご利用ください。 



８月・９月休館日等カレンダー 
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30 ・ 8/1 県弁護士会・県立図書館・米子市立図書館・倉吉市立図書館 
共催の高校生のためのサマー・ロースクール開催 

 

休館 
9/23 鳥大共催講演会 
『あなたが求める家族とは』 

※ 金曜日…開館時間 午前１０時～午後８時 〔６月～９月の間〕 
 

 

区     分  利用内容等  利用の可否  

１日  水曜日  高校生の『サマー・ロースクール』  終日使用不可  

４日  土曜日  つつじ読書会・著者を囲んで  午後使用不可  

2５日  土曜日  古文書研究会  午後使用不可  

 備考 １  大会議室の利用については、「図書館だより」の他、図書館入口の行
事連絡ボード、ホームページ等でご確認ください。    

 ２  原則として、利用目的が終了し次第大会議室を開放します。  

 

 

“私の一冊”  米子市立図書館長 木村 篤裕 
   星新一 著／ 『ショートショート』 
 
 今から３０年近く前、いとこが漫画のような表紙の  

単行本を熱心に読んでいた。なにがそんなに面白いの  

 か聞いたところ、不思議な魅力のある本で、  読んで  

みれば分かるとのことでした。それが星新一  の『ショ  

ートショート』との初めての出会いでした。  

 ユニークな発想、奇想天外な展開、思いもよらぬ結末、  

 読んだ後の爽快感等々読んでいくうちにどんどんのめり  

 こんでいきました。その後、短期間のうちに発刊されて  

 いるほとんどを読み尽くしていました。  

  ただ残念なことに、作者が亡くなられ新しい作品に触  

 れることができなくて残念でなりません。  

 今でも、時々思い出して読み返してみることがありま  

 すが、いつでも新鮮な印象を受ける逸品です。  

 

 

 



 

◎つつじ読書会８月例会・著者を囲む会    

・開催日  平成１９年８月４日（土） 午後２時から 

・場 所  米子市立図書館 大会議室（参加無料） 

・テキスト 『梨の花は春の雪』（市民シネマ「梨の花は春の雪」製作実行委員会／刊） 

・著 者  米子市在住・松本薫さん 

「つつじ読書会」８月例会のテキストは、市民シネマ『梨の花は春の雪』の原作・小説です。 
 ８月下旬から始まる山陰各地での上映会を前にして、原作者の松本 薫さんから直接に小説 

の背景や物語の目指したものについてお話をうかがいます。 

 米子市淀江町を舞台に展開されるこの本のストーリーは、東京から夫の実家に余儀なく帰るこ
とになった主人公が、枯れかけた心の瑞々しさを徐々に取り戻してゆく、再生の物語です。 

 彼女の心の復活に、家族と地域の再生が巧みに重ねられ、物語は感動的なハイライトを迎えま
す。 

※ご自由にご参加ください。 

 

◎古文書研究会    ８月 2５日（土） 午後 1時 30分から  大会議室 

近現代の文書を読む（第３回） 講師： 中 宏 氏  テキスト代：１００円 

明治から大正にかけての流行作家菊池幽
きくちゆう

芳
ほう

の手紙 

◎米子の女性ファンから贈られた挿絵への礼状です。女性への関心もうかがえる内容で、明治
人らしい流麗な筆跡です。 

 

誰でも自由に参加することができます。テキストは当日お渡しします。初めての方でも楽しく
古文書にふれることができます。 

 

◎おはなし会   

※木曜日のおはなし会（協力：ほしのぎんか） 

・８月２日、９日、２３日、３０日  午前 10時 40分から  親子読書コーナー 

絵本や紙芝居の読み聞かせ・手あそび・パネルシアターなど、楽しいおはなし会です。 

※金曜日〔毎月第三〕のおはなし会（協力：火曜の会） 

・８月１７日 午前 10時 40分から  親子読書コーナー 

絵本や紙芝居の読み聞かせなど楽しいおはなし会です。 

 ★お気軽にお越しください。 

 



◎特許情報相談会  ８月２８日（火）午前11時～午後４時30分 特設文庫室 
 ・ご相談は予約制となっておりますので、下記連絡先へご予約ください。 
  また、当日でも空きの時間帯が有れば受け付けます。 
   ○連絡先／ （社）発明協会鳥取県支部  

ＴＥＬ：０８５７－５２－６７２８ ＦＡＸ：０８５７－５２－６６７３ 
    Ｅ-mail:hatsu@toriton.or.jp 
        ※予約状況等ホームページで http://www.toriton.or.jp/tokkyo/  
 

 
  
 このたび、県弁護士会が主催し、県立図書館・米子市立図書館・倉吉市立図書館が共催する高
校生のための「サマー・ロースクール」を鳥取県東部、中部、西部の３会場で開催します。 
 この高校生のためのサマー・ロースクールは、高校生が刑事裁判を傍聴したり、法律問題につ
いて弁護士と一緒に考えたりします。 
 西部地区は８月１日（水）午前中に鳥取地方裁判所米子支部で刑事裁判の傍聴をし、その後、
米子市立図書館に移動して刑事裁判の解説・意見交換を行い、午後は問題文を使ってのディベー
ト、解説という日程になっています。 
 当館では、参加した高校生の皆さんに法律関係の図書の紹介を行う予定です。 
 なお、西部地区開催のサマー・ロースクールは、定員に達しましたのでご了承ください。 
 
 
  

      
 

 ☆開館時間  午前１０時～午後６時 

    【６月から９月までの間】 

     ・金曜日 … 午前１０時～午後８時 

☆休館日      月曜日  月末（資料整理） ５月４日 

             年末年始（12月29日～１月３日） 特別資料整理期間 

  ☆貸出冊数   ひとり５冊まで   ・貸出期間   ２週間 
   

        米子市中町８番地 
                             ＴＥＬ ２２－２６１２  ＦＡＸ ２２－２６３７ 

              ホームページ   http://www.yonago-toshokan.jp/ 


