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◆ 郷土文化講演会（鳥取県立図書館・米子市立図書館主催） 

    鳥取藩西館館主であり、近世を代表する知識人でもある池田冠山をとりあげて、  

     鳥取池田家の歴史と地誌についてみていきます。 

   ☆日時 ９月９日（日）午後２時～４時 ／ 場所 米子市立図書館大会議室 

☆演題 『近世鳥取の家譜と地誌』 

☆講師 岸本 覚さん（鳥取大学地域学部准教授） 

◆ 鳥取大学医学図書館・米子市立図書館共同開催講演会 

   定年を迎えた団塊世代の家族。 

   家族とは何かについてもう一度考えてみましょう。 

 ☆日時 ９月２３日（日）午後２時～４時 ／ 場所 米子市立図書館大会議室 

☆演題 『あなたが求める家族とは～団塊の世代が陥った家族の葛藤～』 

☆講師 平松 喜美子さん（鳥取大学医学部保健学科成人・老人看護学講座教授） 

☆学校図書館支援 ～ 市内小学校へ学級文庫用図書６６００冊を貸出 ～ 

 当館では、平成 11年度より学級文庫用として、市内の小学校へ長期の図書の貸出サービスを行って

います。低・中・高学年用読み物と絵本のセットを、１箱当たり 40冊コンテナに入れて貸出していま

す。 

 この度、２学期からの学級文庫用として市内小学校へ合計165箱・6600冊貸出しました。「朝の読書」

の時間などで、子どもたちに親しまれ、楽しんでもらえることと思います。 

 ちなみに、全国に広がっている「朝の読書」ですが、米子市の小・中学校の実施率は100%で、県内の

小・中・高等学校を合わせると91%となっており、全国１位となっています。 

 これからも引き続き、子どもたちにより良い読書環境を作って行くために、支援していきたいと思います。 
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9/9 郷土文化講演会「近世鳥取の家譜と地誌」 
9/23 鳥大医学図書館共催講演会「あなたが求める家族とは」 

 

※10/8～10/17の間 
特別資料整理期間により休館    

※ 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  

６日  木曜日  学校図書職員研修  午後使用不可  

８日  土曜日  伯耆文化研究会  午後使用不可  

９日  日曜日  郷土文化講演会  午後使用不可  

１９日  水曜日  知的財産実務者向セミナー  午後使用不可  

２３日  日曜日  医学図書館共催講演会  午後使用不可  

２９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”  米子市立図書館副館長 先灘達也 
     加藤諦三 ／著   『 青春論 』 
 
    

かれこれ三十数年前、私が高校生の頃、時代は学生運動が終 
焉し、高校生・大学生は無気力、倦怠で時代に流されている状 
況であり、私もこの状況にどっぷりと浸っていました。 

そんな時代に、この加藤諦三の一連の著書がベストセラーと 
なり、特に「青春論」は私の青春時代の一冊として印象に残っ 
ています。 
この本に出会ったおかげで生き甲斐とか青春とかについて少 

  しは考えることができたと思っています。 

ただ、当時の私は表面上のかっこよさだけを汲取り、本質と 
は大きくかけ離れていたように思います。 

 

 



 

 

◎つつじ読書会９月例会  ９月１日（土） 午後２時～ 特設文庫室 

・『白川 静さんに学ぶ 漢字は楽しい』（小山鉄郎 著／ 共同通信社／刊） 

※ご自由にご参加ください。（参加無料） 

◎伯耆文化研究会  ９月８日（土）午後1時30分～4時 大会議室 

☆研究発表 

 ・「伊号第十六潜水艦 真珠湾・東アフリカ通商破壊戦に出撃ス」 

   －伯耆町出身 山田 薫 艦長の出征日誌より－ 

   発表者 岩 佐 武 彦 さん 

 ・「安政二年・三年村々諦合儀定書（村のきまり）を読む」 

  発表者 中  宏 さん 

◎古文書研究会     ９月２９日（土） 午後1時30分～  大会議室 

 「大山寺本院 西楽院要用雑録」 －山里樹林の事－ 

 講師： 南 波 睦 人 さん  テキスト代：１００円 

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） 

・９月６日、１３日、２０日、２７日  午前10時40分から  親子読書コーナー 

※金曜日〔毎月第三〕のおはなし会（協力：火曜の会） 

・９月２１日 午前10時40分から  親子読書コーナー 

☆絵本の読み聞かせ・紙芝居・わらべうた・パネルシアターなど、楽しいおはなし会です。 

★ お気軽にお越しください。 

 

 

 「詩・ことばあそびの本」 
  秋に読みたい詩や、なぞなぞ、わらべうたなどの楽しいことばあそびの本を集めました。 
  ことばが繰り広げる世界、心地よい響きやリズムを、ご家族でみなさんでお楽しみください。 



 
◎就農相談会  ９月２日（日）午前１０時～午後３時 特設文庫室 

 ・相談は無料ですので、お気軽にお越しください。一度に多数の来場者があった場合は、お待ちいただく
こともありますので、出来るだけ事前のお申込みをお願いします。 
○お申込み・お問合せ先／（財）鳥取県農業担い手育成基金  

    TEL：0857-26-7276 FAX：0857-26-7294   Ｅ- mail：kikin@apionet.or.jp 
※ホームページ http://www.apionet.or.jp/nogyo-kikin/  

◎「知的財産実務者向セミナー」 ９月１９日（水） 午後 大会議室 

◎特許情報相談会  ９月２５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/  

◎「子ども向け食育パネル展」 ９月１日（土）～２９日（土）  １階入口 
 主催 中国四国農政局米子統計・情報センター 

 

  テーマは『秋の夜長に長編小説はどうですか?』 
 秋といえば……食欲の秋、芸術の秋、行楽の秋、体育の秋 etc … 色々とありますが、やはり ここは読
書の秋!! という事で、長編小説はいかがですか? 秋の夜は長いです!!  夏の疲れをゆっくりいやしながら、
読書にふけってみては? 
 定番の本から新しい本までたくさん用意しています。 
 秋の夜長のお供にぜひ!! 
  

      
 

 ☆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/ 


