
米子市立図書館だよりH28.5月号 

 はじめまして。このたび米子市立図書館の館長を務めさせていた

だくことになりました清水宏幸です。 

 図書館は平成25年8月のリニューアルオープン後、約3年近くが

経過しようとしており、その間、多くの市民の皆さまにご利用いた

だいております。 

 これからも、資料の充実はもちろんですが、何度も訪れたくなる

ような居心地の良い空間であるように努めてまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 4月19日(火)午前、市立図書館２階研修室にて音読教室第１回目を開催し、10名の方が参加されま

した。まずはリラックスのためのグーパー体操から始まり、『ふしぎなたいこ』や『ふるさとの民話』

第6集から「猫の恩返し」など、多くのテキストを読みました。最後には「おぼろ月夜」と「春の小

川」を参加者全員で合唱。あっという間の1時間でした。 

 米子市立図書館では、毎月の第2水曜日、午前10時30分から「いきいき長寿音読教室」を継続して

開催します。ご参加お待ちしております。詳しくは米子市立図書館(TEL0859-22-2612)までお問

い合わせください。(5月開催日：5月11日(水)午前10時30分～11時30分) 

 5月21日(土)、米子市立図書館2階研修室にて、講演会「大江賢次の世

界」を開催します。講師は文芸史家の竹内道夫さんです。竹内さんは、伯耆

町(旧溝口町)出身の小説家大江賢次と深い交流をもった数少ない文学者の一

人です。大江賢次の人間と文学について語っていただきます。入場無料・予

約不要です。多くの方のご参加をお待ちしています。 

日時 平成28年5月21日(土)午後2時～3時30分     

場所 米子市立図書館2階多目的研修室 

問合先：米子市立図書館 TEL0859-22-2612 
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平成27年度 月別貸出状況 貸出冊数 

利用人員 

 平成27年度利用統計ができました。 

 個人貸出冊数644266冊 

 年間来館者数282220人  

 この数字を前年開館数２８９日で割ると、１

日平均９７６人の方が利用され、２２２９冊の

貸出があった計算になります。 

 ３年前のリニューアルオープン以来、米子市

立図書館の利用率は高い水準が続いています。 

 これからも、利用者の皆様に愛される図書館

を目指して、職員一同一層精進を重ねていこう

と思います。 

 どうぞよろしくお願い致します。 
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            5月15日(日)午後１時～５時

経営相談のプロの専門家による無料相談会です。販路拡
大、新商品開発、人材育成、資金調達など経営に関するご
相談をお受けします。
　　　予約先：米子市立図書館TEL0859-22-2612

                           5月17日(火)午後１時～５時
　　          予約先：よなご若者サポートステーション
　　　　             TEL&FAX0859-21-8766

 

　　　　5月15日(日)午後1時～５時
　　　　予約先：日本政策金融公庫米子支店
　　　　　　TEL0859-34-5821
　　　　　　FAX0859-33-4203

　　　　5月20日（金）午後1時～3時
　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　TEL0857-22-2612
　　　　　　FAX0859-22-2637

　
　
　　　5月24日（火）午後1時～4時
　　　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　　TEL0859-22-2612
　　　　　　　FAX0859-22-2637

5月7日(土)午後2時～
『古事記』池澤夏樹著

河出書房新社

  　　4月13日(水)午後2時00分～4時
                 ※要事前申込
      予約先：ライフサポートセンターとっとり
       （平日午前9時30分～午後5時30分）
　         　☎0120-82-5858
　　        FAX0857-32-5454

 

　　　　　５月28日(土)午後1時30分～
  古文書入門「多比能実知久佐」
 (日吉津村石原家から雲州母里西村家に嫁いだ美
須女の諸国巡礼旅日記)を読む
                     講師：中　宏さん

　

　　　5月1日(日) 午前10時30分～11時30分
『こども論語塾』安岡定子著　対象：小学生(保護者も可)

　
　　　　　　5月1日(日) 午後1時30分
　　　　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

　

　　　　　5月14日(土)午後1時30分～３時
　　　　　「正月に祀る神―トシトコと門松」
　講師：米子工業高等専門学校名誉教授　坂田友宏さん
　　入場無料・予約不要　どなたでも聴講できます。
　　　　　　　問合先：米子市立図書館
　　　　　　　　TEL0859-22-2612
　　　　　　　　FAX0859-22-2637

　　　5月14日(土)午前10時30分～正午
　　　　農学部教授　河野強さん
　　「モデル生物・線虫C・エレガンスの世界」

　　　　　　5月28日(土)午前10時30分～正午
　　　　　　　農学部教授　菱沼貢さん
　　　　　　　「動物の繁殖について」

すべて無料・要事前申込 

場所：図書館2階研修室 

場所：図書館2階研修室 

米子市立図書館だよりH28.5月号 

起業・経営なんでも相談会 

よなご若者サポートステーション出張相談会 

起業・事業融資相談会 

ビジネス情報相談会 

特許無料相談会 

楽しく漢文に学ぶ会 

つつじ読書会 

古文書研究会 

こころの相談会 

こどものための論語教室 

鳥取大学サイエンス・アカデミー「生物学シリーズ」 

伯耆文化研究会総会・記念講演会 

※通信状況によっては、中止となる可能性もございます。ご了承ください。 
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場所：図書館１階おはなしのへや 

米子市立図書館だよりH28.5月号 

おはなし会の申込は不要

です。どうぞお気軽にご

参加ください♪ 

０才の赤ちゃんからお楽しみ頂けます♪ 
保育園、幼稚園の帰りなど、ぜひ

遊びに来てね♪ 

夕方おはなし会は、当日来ら

れたお子さんの年齢に合わせ

て楽しい読み聞かせや手遊び

をします♪ 

児童養護施設の子ども達の創作作品の展示 

～5月5日(木・祝)まで 

  

 

午前10時40分～11時30分   

 

◎5日 担当：図書館職員 

◎12日，19日 担当：ほしのぎんかさん  

◎26日 担当：火曜の会さん 

 

木曜おはなし会 

 

 

5月10日(火) 

(毎月第2火曜日) 

午後4時～4時30分 

担当：図書館職員 

夕方おはなし会 

 4月23日(土)、子ども読書の日にちなみ、米子市立図書館でおはなし会とワークショップを開催しまし

た。 

 午前のおはなし会は、０才から小学生のお子さんたち、総勢３０名参加して、にぎやかな会となりまし

た。絵本や紙芝居、手遊びや歌を楽しんだあと、ワークショップで忍者の巻物作りを楽しみました。 

 午後は、米子市国際交流員のユンさんとチョウさんによるおはなし会としおりづくりが開催され、15名

の子どもたちや大人の方が韓国語と中国語のおはなしをたっぷりと楽しみました。後半のワークショップで

は、中国の漢字や切り絵、韓国のチョガッポという麻をつかったしおりづくりを楽しみました。 

 子ども読書週間は引き続き5月12日まで開催しています。期間中米子市立図書館では、１階児童室にて

「読書の木」や、「おはなしクイズこのこはだあれ」の展示、本の福袋の貸出を行っています。ぜひご参加

ください。 

読書の木  本の福袋 忍者巻物づくり しおりづくり 

 毎年5月、母の日によせて米子市朗読ボランティア「火曜の会」さんが朗読コンサートを開催

されます。30回目になる今年は、人形劇「杜子春」、民話と詩とペープサートなど盛りだくさん

の内容となっています。入場無料、参加申込不要です。たくさんのご参加お待ちしています。 

◎日時 2016年5月7日(土) 1時30分～３時   ◎場所 米子市立図書館 ２階研修室 

◎主催 米子市朗読ボランティア「火曜の会」     ◎後援 米子市教育委員会 

◎問合先 米子市朗読ボランティア「火曜の会」TEL＆FAX0859-29-7190 

消費生活パネル展     

5月6日(金)～27日(金)まで  

主催：市民相談課         
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米子市立図書館だよりH28.5月号 

☆多目的研修室は、事業がない日のみ開放しています。多目的研修室(研修室①②)が使用できない場合、他の研修室を

開放する場合があります。お問合せ下さい。 

☆4月現在の予定であり、変更になることがあります。ご了承ください。     ☆休館日は研修室をご利用頂けません。 

 ☆開館時間  平日 火～金 午前９時 ～ 午後７時    土・日・祝日 午前10時～ 午後６時  

 ☆休館日    月曜日・月末（資料整理）・年末年始12月29日～1月3日・特別資料整理期間 

 ☆貸出冊数・期間  ひとり10冊まで・２週間 

 米子市立図書館 ℡ 0859-22-2612  Fax 0859-22-2637 

 ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/  所在地 米子市中町8番地 

日 月 火 水 木 金 土

1
こどものための論語教室

10：30-11：30

楽しく漢文に学ぶ会

13：30～

2
休館日

3
10：00-18：00
開館

4
10：00-18：00
開館

5
10：00-18：00

開館

おはなし会
10：40

6× 7×朗読コンサート

「おかあさんだぁ～いすき」

13：30-15：00

つつじ読書会

14：00

8 9
休館日

10
夕方おはなし会
16：00

11
いきいき長寿音読
教室

10：30-11：30
こころの相談会
14：00-16：00

12
おはなし会
10：40

13 14▲
伯耆文化研究会総会・記

念講演会

13：30-15：00

鳥取大学ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞ

ﾐｰ10：30-12：00

15
起業・経営なんでも相談

会

起業・事業融資相談会

13：00-15：00

16
休館日

17
よなご若者サポートス

テーション出張相談

13：00-17：00

18 19
おはなし会
10：40

20
ビジネス情報相談会

13：00-15：00

21▲
講演会「大江賢次の世

界」

14：00-15：3.0

22 23
休館日

24■
特許無料相談
13：00-16：00

25 26
おはなし会
10：40

27 28
鳥取大学ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞ

ﾐｰ10：30-12：00

古文書研究会

13：30-15：00

29 30
休館日

31
休館日

月末資料整理
日

日にちのとなりの印は、多目的研修室(研修室①②)の使用の有無です   

×・・・終日不可（6日朗読コンサート準備/7日朗読コンサート） 

▲・・・午後不可（１４日伯耆文化研究会総会・講演会/21日講演会） 

■・・・研修室①のみ午後不可（研修会） 

 5月29日(日)まで米子市美術館で会期中の「ターシャ・テューダー展」に合わせて、米子

市立図書館1階でターシャ・テューダーの写真集や、絵本を展示しています。貸出も行って

いますので、どうぞご利用ください(一部館内閲覧のみの資料あり)。尚、展覧会関連イベン

トとして、5月10日(火)、13日(金)、17日(火)、20日(金)に絵本のおはなし会が米子市美術

館で開催され、当図書館と米子市児童文化センターの司書が出張して絵本を読みます。時間

はそれぞれ午後2時から30分程度です。多くのご参加、お待ちしています！ 
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