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「大江賢次の世界」講演会報告 

 5月21日(土)午後、米子市立図書館２階研修室で、米子市立

図書館・鳥取県立図書館共催文化講演会「大江賢次の世界」を

開催しました。この講演会は、県立図書館で叢書刊行が続いて

いる「郷土出身文学者シリーズ」10巻目、「大江賢次」の出版

記念も兼ねて行われました。 

 講師は、この「大江賢次」の著者でもあり、生前の大江賢次

と深い交友のあった文芸史家の竹内道夫さんです。竹内さんは、

決して恵まれた流行作家ではなかった大江の作家生活について

語られ、また、大江賢次は「絶唱」という大ヒットがあったも

のの、生涯は貧窮の中にあり、しかし決して自分を貫くことを

止めなかった人間だったと語られました。 

 55名の方が参加され、盛会な講演会となりました。 

 竹内さん、参加頂いた皆さん、ありがとうございました。 

「生誕１００年ターシャ・テューダー展」絵本のおはなし会報告 

 米子市美術館で開催されたターシャ・テューダー展の会期中、図書館と児童

文化センターの司書による絵本のおはなし会を行いました。短い時間ではあり

ましたが、絵本の読み聞かせや手遊び、歌を歌ったりしました。普段とは違う

おはなし会に担当した司書は、ターシャの魅力が伝わるよう工夫を凝らしなが

ら臨みました。毎回たくさんの人が参加してくださり楽しい時間を共有するこ

とができました。 

 ターシャ・テューダーの関連本は図書館にたくさん所蔵しております。引き

続きターシャの世界を楽しみたい方は本を手にとってみてはいかがでしょうか。 

名前大募集！！ 

 移動巡回車つつじ号にも描かれている米子市立図書館のマスコットキャラク

ター(左記)、実は名前がありません。図書館だよりや各種チラシなどにもさりげ

なく登場し、米子市立図書館にとってかかせない存在です。図書館だより３０

０号を記念して、この子の名前を募集します。 

 応募方法は、米子市立図書館１階カウンターに設置してある名前公募の箱に、

キャラクターの名前を書いた紙を入れてください。締め切りは６月２９日(水)ま

で。多くのご応募、お待ちしています!(^^)! 

つ、ついに名前が・・・！♪ 

米子市立図書館だよりH28.6月号 



　
　　　　　　6月21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
　　　　電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-8766

 

　　　　6月5日(日)午後1時～５時
　　　　予約先：日本政策金融公庫米子支店
　　　　　　電話0859-34-5821
　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-33-4203

　　　　6月17日（金）午後1時～3時
　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　TEL0857-22-2612
　　　　　　FAX0859-22-2637

　
　
　　　6月28日（火）午後1時～4時
　　　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　　TEL0859-22-2612
　　　　　　　FAX0859-22-2637

6月4日(土)午後2時～
『日本精神史』長谷川宏著

講談社

  　　6月8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）
　         　電話0120-82-5858
　　        ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-32-5454

 

　　　　　6月25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

　

　　　6月5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)

　
　　　　　　6月5日(日) 午後1時30分
　　　　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

　

　　　　　6月8日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　※要事前申込　先着15人
絵本や詩の本などを声に出して読んだり、わらえ歌や唱歌
を楽しみます。
　　　　申込先：米子市立図書館
　電話0859-22-2612　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　　　6月11日(土)午前10時30分～正午
　　　　講師：産学・地域連携推進機構
　　　　准教授　清水克彦さん
　　　　「海洋生物に学ぶ先端技術開発」

　　　　　　　　　　　　　　電話0857-31-6777
　　　　　　　　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-31-6708
　
　　　　6月25日(土)午前10時30分～正午
　　　　　　講師：工学研究科教授　後藤知伸さん
　「細菌(バクテリア)の泳ぎ-個体の運動、集団の運動-」

 
　　　　　6月5日(日)午後１時～５時
予約先：米子市立図書館　電話0859-22-2612
　　　　　　　　　　  ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　　　　　　6月12日(日)午前10時～3時
　　予約先：鳥取県農業農村担い手育成機構西部支所
　　電話0859-31-9644　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-35-0198

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H28.6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」 

いきいき長寿音読教室 

※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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就農相談会 



 

 

6月14日(火) 

(毎月第2火曜日) 

午後4時～4時30分 

担当：図書館職員(読みメン) 

  

 

午前10時40分～11時30分   

 

◎２日，９日，１６日  

       担当：ほしのぎんかさん  

◎２３日  担当：火曜の会さん 

 

場所：図書館１階おはなしのへや 

米子市立図書館だよりH28.6月号 

０才の赤ちゃんからお楽しみ頂けます♪ 

木曜おはなし会 
夕方おはなし会 
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                              ※要予約 予約先：みなくる米子 

                              電話0859-31-8785 

◎6月9日(木)午前10時～11時30分 

第1回「意外と知らない！労働条件通知書の見方と注意するポイント」 講師：みなくる米子相談員 

 

◎6月21日(火)午後1時30分～3時 

第2回「賃金、労働時間、休日・休暇のよくあるトラブル事例」 講師：社会労務士 濱田國秀さん 

 

☆第1回のセミナーについて、雇用保険の失業給付を受給中の方は、求職活動実績のポイントとなります。 

労働セミナー 

 

 

6月1８日(土) 

(偶数月第3土曜日) 

午前11時～ 

担当：米子おはなしかごさん 

おはなしかご 

今月は読みメン月間です！ 
ストーリーテリング(語り)の

会です♪4、5才さん～大人

の方までどうぞ！ 

今月号から3回にわたり、米子市立図書館で活躍される読み聞かせボランティア団体さんにインタ

ビューを行います。第1回目は、「ほしのぎんか」さんです！ 

 

Ｑ．いつ頃から活動を始めていま

すか？ 

Ａ．1991年（平成3年）1月から

です。現在、6名で活動しています。 

Ｑ．活動をしていて嬉しいこと

はなんですか？ 

Ａ．大好きな本に囲まれ、素晴

らしい仲間に巡り合え、来館さ

れる皆さんと本を通じてつなが

りや信頼ができることです。 

 

Ｑ．「ほしのぎんか」の由来はなんです

か？ 

Ａ．ドイツ文学者の高橋健二先生の講演で

「翻訳されたグリム童話の中で何が一番お

好きですか？」と質問したところ「ほしの

ぎんかです」と答えてくださったことが

きっかけです。 

Ｑ．主な活動内容はなんですか？ 

Ａ．米子市立図書館では第1～3木

曜日の午前10時40分からおはなし

会をしています。 

その他にも幼稚園、保育園、小学校

等へもお昼休み休憩の時間に出かけ

ておはなし会をしています。 

Ｑ．最後に一言お願いします！ 

Ａ．これからも絵本を通して人の心や生き

る喜びを、仲間とともに楽しみながら子ど

もたちに語りかけていきたいです。ぜひ、

おはなし会にいらしてみてください。 

Ｑ．本がもつ力とはなんだと思いますか？ 

Ａ．本は人に生きる力、喜び、悲しみ様々なことを語りかけてくれます。

そして、言葉のもつ不思議な力に絵がさらに語りかけてくれます。文字

のない絵本も多くの読者をひきつけているのは、絵の中に無限の言葉が

入り込んでいるからだと思います。 
ありがとうございました♪ 



米子市立図書館だよりH28.6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 eメール jimu5000＠yonago-tosyokan.jp 

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

△・・・午前不可(1日/研修会 17日/市展表彰式) 

★・・・研修室①のみ午後不可、研修室②は16時以降不可(16日/研修・市展準備) 

■・・・研修室①のみ午後不可(21日/労働ｾﾐﾅｰ) 

▲・・・午後不可(29日/研修会) 

 

 

斐伊川水系の鳥たち 米子水鳥公園編 

6月1日(水)午後～29日(水)まで 

主催：米子水鳥公園         

 

陶素人（とうしろう）の会 

6月23日(木)～29日(水)まで 

主催：陶素人の会 

日 月 火 水 木 金 土

1△ 2
 おはなし会
　　10：40

3 4
つつじ読書会
　　14：00

5こどものための論語教
室10：30

起業・経営なんでも相談

会/起業・事業融資相談

会13：00

楽しく漢文に学ぶ会

13：30

6　休館日 7 8
いきいき長寿音読
教室10：30
こころの相談会
14：00

9　労働セミナー(第
1回)10：00

おはなし会
　　10：40

10 11
鳥取大学ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞ
ﾐｰ10：30

12
就農相談会
10：00

13　休館日 14
夕方おはなし会
16：00

15 16★
おはなし会
　　　10：40

17△
ビジネス情報相談
会13：00

18　おはなしかご
　　　語りの会
　　　11：00

19 20　休館日 21■労働セミナー
(第2回)13：30

よなご若者ｻﾎﾟｰﾄｽ
ﾃｰｼｮﾝ出張相談
13：00

22 23
おはなし会
　　　10：40

24 25
鳥取大学ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞ
ﾐｰ10：30

古文書研究会
13：30

26 27　休館日 28
特許無料相談
13：00

29▲ 30
月末休館日


