
 

                                                    Ｈ１９．１０月 

                                                        Ｎｏ．１９６ 

 

 

◆ １０月８日（月）から１０月１７日（水）までの１０日間、 

   米子市図書館条例に基づく特別資料整理期間（蔵書点検）のため図書館は休館します。 

休館の間、所蔵資料の点検・紛失資料の有無、資料の整理・廃棄等開館時にできない作業を

行います。長期の休館で利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお

願いします。 

また、休館中の図書の返却は、玄関横の返却ポストをご利用ください。 

 

◆ １１月３日（土）・４日（日） 午前１０時～午後６時 

   〔催し物によって時間が違います。ご注意ください。〕 

☆本の市 毎年恒例、好評の本の市。これまで図書館に持ち寄られた本や保存期間の過ぎた雑
誌等の中から、好きなものを選んでお持ち帰りください。探していた本が見つかるかもしれま

せん。また、読み終えた本等がありましたら会場にお持ちください。 

   【無料 両日とも終日 ２階・大会議室】 

☆おはなし会 絵本の読み聞かせ・パネルシアター・わらべうたなど。ご家族でどうぞ!! 
   ○３日（土） 午前１０時４０分～ 朗読ボランティア「火曜の会」さんによる 

         午後２時～     職員による 

  ○４日（日） 午前１０時４０分～ 絵本の会「ほしのぎんか」さんによる 

【１階・親子読書コーナー】 

☆絵本づくり、リサイクル・ペーパーバッグづくり、しおりづくり 
色をぬって折るだけのかんたん絵本を作ったり、絵本のカバーを使ってバッグやしおりを作り



ます。なお、材料は準備してありますので、お気軽にご参加ください。 

【無料  両日とも午前１０時～午後４時  ２階・おどり場】 

☆調べる学習コンクール入賞作品展 
 “図書館を使った「調べる」学習賞コンクール”入賞作品展。小・中・高校生の作品だけでなく、

指導者賞として児童・生徒の調べる学習を援助する実践研究指導レポートも展示します。 

【両日とも終日 ２階・大会議室】 
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※10/8～10/17の間  特別資料整理期間により休館 
※環日本海連携講座第１回…「近代東アジアにおける人の移動と朝鮮半島の儒
教化・両班化」 神戸大学大学院教授 岡田浩樹氏 

 

※ 図書館まつり 
１１月３日・４日 

※伯耆文化研究会総会 １７日 
 

 

区     分  利用内容等  利用の可否  

１８日  木曜日  県立図書館研修講座等  終  日  

２０日  土曜日  古文書研究会  午後使用不可  

２７日  土曜日  環日本海講座第１回  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。  

 

 

 

◎つつじ読書会１０月例会  １０月６日（土） 午後２時～ 特設文庫室 

・『中国の歴史 ８ 疾駆する草原の征服者』（前半） 〔杉山正明 著／ 講談社／刊〕 

※ご自由にご参加ください。（参加無料） 



◎古文書研究会     １０月２０日（土） 午後1時30分～  大会議室 

 「大山寺本院 西楽院要用雑録」 －移転寺の事・堂社修復の事・檀家の事－ 

 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） 

・１０月４日、１８日、２５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） 

・１０月１９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。 

“私の一冊” 米子市立図書館 統括司書 伊藤 千代 
     近藤富枝 ／著 （平凡社）『 美しい日本の暮らし 』 
 
 子どもの頃、ただ意味もわからず丸暗記して 

歌っていた童謡が、大人になってその意味と言 

葉の美しさに気づかされることがあります。そ
れを本に例えるならこの１冊でしょうか。 

  昔ながらの涼のとりかた、更衣のこと、「花
びら川」の情緒、最 近めっきり出会わなくなっ
た「狐の嫁入り」など、懐かしい心が甦ります。 
手紙は電話やメールに取って代わり、仕事には
パソコンが不可欠。そんな対極のような暮らしをしながらも、古き良
き日本の文化や、日本語の美しさを残し伝えていかなければと思える
随筆集です。「和」の文化を好む方は是非、 

手にしてみてください。 

 

 

 

 「生誕100年アストリッド・リンドグレーンとスウェーデンのえほん・ものがたり」 

『長くつしたのピッピ』『名探偵カッレくん』など、子どもたちに、愛されつづけてい

る、スウェーデンの作家リンドグレーンの作品と、同じくスウェーデンの作家の、エルサ・

ベスコフ『ペレのあたらしいふく』や、ウルフ・スタルク『うそつきの天才』など、素敵

な作品を集めています。この機会にぜひ、お読みください。 



 
◎特許情報相談会  １０月２３日（火）午前10時30分～午後４時 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/  

 

 第１回 １０月２７日（土） 午後２時～  大会議室 

  講座タイトル 『近代東アジアにおける人の移動と朝鮮半島の儒教化・両班化』 

－植民地支配と民族文化の生成－ 

  講師 ／ 神戸大学大学院 教授 岡田浩樹 氏 
  今回の連続講座の主題タイトルは『東アジアにおける人と文化の移動 －拡大するコリアン世界と東ア
ジアのグローバル化－』で、グローバル化に直面する韓国社会とコリアンについて具体的なトピックを取
り上げつつ、文化人類学の観点から俯瞰を試みる。 
  本講座においては、グローバル化する中で、顕在化しつつある東アジアの近代の矛盾と今日起きつつあ
る転換についても考えてみたい。 

 
  年度当初予定していた特別資料整理期間の期日が変更になったことに伴い、１０月の移動図書館車の巡
回日程を、次のとおり変更します。 

区  分 変  更  後 変更前 

１０月 ４日・１８日（JA弓浜支所他） ５日・１９日（よなご幸朋苑他） 
２５日（米子養護学校他） 
２６日（淀江公民館他） 

４日（JA弓浜支所他） 
５日（よなご幸朋苑他） 
１１日（米子養護学校他） 
１２日（淀江公民館他） 

 

                    
                   

 ☆開館時間  午前１０時～午後６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/ 


