
米子市立図書館だよりH28.8月号 

米子市立図書館リニューアルオープン3周年記念公開講座 

 リニューアルオープンから3年が経過した米子市立図書館。貸出冊数も大幅に増

え、来館者数も1日平均で約1000人と順調に推移しています。 

「市立図書館に求められるもの」や「存在価値」について再考し、今後も多くの方

に利用され続け、市民生活に役立つ図書館を目指して市民公開講座を開講いたしま

す。多くの方のご参加をお待ちしています。(入場無料・申込不要) 

 

日時：平成28年8月20日(土)午後2時～4時(午後1時30分開場) 

場所：米子市立図書館 2階多目的研修室 

講師：齋藤明彦さん(元鳥取県立図書館長)    

主催・問合先：米子市立図書館 電話0859-22-2612  

              ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

「國頭繁次郎と宮崎進展」関連本展示 

 米子市美術館で7月17日（日）～8月21日（日）まで「國頭繁次郎

生誕100年記念―シベリアの記憶―國頭繁次郎と宮崎進」が開催されて

います。米子市淀江町出身の洋画家・國頭繁次郎は2度の従軍、4年間

のシベリア抑留と過酷な生活を強いられてきました。 

 米子市立図書館ではシベリア抑留についての本を何冊か展示しており

ます。是非この機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。 

第29回朗読コンサート「星は見ている」～原爆の日に寄せて～ 

 今年で29回目を迎える、朗読ボランティア「火曜の会」さんによる朗読コン

サートが、8月5日(金)午後1時30分より米子市立図書館で開催されます。今年の

テーマは、「原爆が残したもの」。絵本や朗読を通して、平和について考えてみ

ませんか。入場無料、申込不要です。どうぞお誘いあわせの上、お越しください。 

 

      日時：平成28年8月5日(金)午後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」さん 

      共催：米子市立図書館 後援：米子市教育委員会 

      問合せ先「火曜の会」代表 笹鹿啓子さん 

              電話&ﾌｧｸｼﾐﾘ 0859-29-7190 

新しいＣＤを購入しました 

 今年度も新しいＣＤを購入しました。今年は主に朗読ＣＤを中

心に選びました。外国文学では『赤毛のアン』、『アンネの日

記』など、日本文学では夏目漱石『三四郎』など、その他落語、

劇に使えるＢＧＭや効果音と、様々なＣＤを取り揃えております。

どうぞご利用ください。 
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　　　　8月7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

　　　　8月19日（金）午後1時～3時
　　　　　予約先：米子市立図書館
　　　　　　電話0857-22-2612
　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　
　
　　　8月23日（火）午後1時～4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

8月6日(土)午後2時～
『日本精神史』長谷川宏著

講談社

  　　8月10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

 
　　　　　　　8月7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
　　　　　　　　電話0859-22-2612
　　　　　　　 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　
　　　　　　8月16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

 

　　　　　　　　8月7日(日) 午後1時30分
　　　   　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

　　　8月10日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　      ※要事前申込　先着15名
　　　　              申込先：米子市立図書館
 
絵本や詩の本などを声に出して読んだり、わらべ歌や唱歌
を楽しみます。

「地方創生と私たち」シリーズ
8月27日(土）午前10時30分～正午
講師：地域学部准教授　丸山祐一さん
「『公共性』から地方創生を考える」

問合先：鳥取大学産学・地域連携推進機構
電話0857-31-6777

ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-31-6708

 

　　　　　8月27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

☆つつじ読書会、楽しく漢文に学ぶ会、いきいき
長寿音読教室、古文書研究会のお問合せは、米子
市立図書館
電話0859-22-2612
ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637
までお願いします。

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..8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 
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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鳥取大学サイエンス・アカデミー 

初めて参加される方は、米子市立図書館までご連絡ください。 



場所：図書館１階おはなしのへや 

米子市立図書館だよりH28.8月号 
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午前10時40分～11時30分   

◎4日，18日 担当：ほしのぎんかさん  

◎11日 担当：図書館職員 

◎25日 担当：火曜の会さん 

木曜おはなし会  

 

8月9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 

  

 

8月20日(土)午前11時～(偶数月第3土曜日開催) 

    担当：米子おはなしかごさん 

ストーリーテリング(語り)の楽しいおはなし会です♪ 

おはなしかご 

 6月号から3回にわたり、米子市立図書館で活躍されるボランティア団体さんのインタビューを

掲載しています。第３回目はストーリーテリングでご活躍されている「米子おはなしかご」さんで

す！ 

Q：活動を始められたのはいつですか? 

  

A：２０１３年４月からです。 

Q：主な活動内容を 

             教えてください。 

 

A：２か月に１回、米子市立図書館

“おはなしのへや”でストーリーテリ

ング(語り)をしています。今月は20日

(土)に開催します。 Q：“米子おはなしかご”さんの名

前の由来を教えてください。 

 

A：『年とったばあやのおはなしか

ご』(ファージョン著・岩波書店」が

由来となっています。 

 

 ～語りは“生きる力”を育てる心の栄養～ 

Q：ストーリーテリング(語り)がもつ力とはどういう

ものでしょうか。 

 

A：ストーリーテリングは、語り手が聞き手の子ども

たちに生の声で直接語りかけます。自分で読む読書と

は違い、対話をしながら物語を想像して楽しむことが

できます。 

 

Q：私もストーリテリングを聞いたことがありますが、

語りが始まると空間が変わって、一気におはなしの世

界に引き込まれますね。すごいパワーを感じます。

たっぷりとおはなしを聞いたあとは、聞く前と自分の

心の持ち様が全然ちがって、いきいきしているのを感

じます。 

 

A：語りは“生きる力”を育む心の栄養です。直接語

りかけ、背中を優しくトン、とするように、聞き手の

“生きる力”をそっと後押しするんです。 

 

 

Q：活動されていて嬉しいことはなんです

か？ 

  

A：聞き手の反応をダイレクトに感じること

です。ストーリーテリングは、親子で聞いて

くださる方の反応や、子どもたちの反応をい

つも間近で感じることができます。 

 特に、子どもたちは「今日はあのおはなし

しないの？」と聞いてくることがあります。

前に一度聴いたおはなしを覚えているんです

ね。子どもたちの心に物語が残っているんだ

なと、感じます。 

 

Q：そうやって、子どもたちの心の中におは

なしが残って、生きる力の源となっていくん

ですね。 

 

A：食べたり飲んだりする身体の栄養と、想

像して生きる力を育む心の栄養、子どもの成

長にはどちらも不可欠なんです。 

これからも、子どもたちと一緒におはなしの

世界を楽しみたいと思います。 

これからも、すてきなストーリーテリングを楽し

みにしています。ありがとうございました♫ 



8月10日(水)～9月7日(水)まで 

水の循環の仕組みと上水道や下水道の 

役割りをパネルで展示しています。 

主催：米子市下水道部 

米子市立図書館だよりH28.8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。 

☆7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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8月6日(土)はがいな祭りの

ため、米子市役所駐車場

は終日利用ができません。

公共交通機関をご利用頂

きますよう、ご協力をお願

いいたします。 

「よなごの水」といっしょに大ぼうけん 

日 月 火 水 木 金 土

1休館日 2 3■ 4×
おはなし会
　　　10：40

5×
火曜の会さん
原爆の日
コンサート
13：30

6　つつじ読書会
　　　14：00

7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

8休館日 9△
夕方おはなし会
16：00

10
いきいき長寿音読
教室10：30
こころの相談会
14：00

11　おはなし会
　　　10：40

12 13

14 15休館日 16よなご若者ｻ
ﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ出張
相談会
13：00

17 18
おはなし会
　　　10：40

19▲
ビジネス情報相談会
13：00

20▲
おはなしかご
(ストーリーテリング語
りの会)
11：00

21◆ 22休館日 23
特許無料相談会
13：00

24▲ 25×
おはなし会
　　　10：40

26 27
ｻｲｴﾝｽ・ｱｶﾃﾞﾐｰ
10：30
古文書研究会
13：30

28 29　休館日 30■ 31
月末休館日

がいな祭りのため

駐車場使えません。

祝日のため

10：00-18：00

開館

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(4日/原爆の日コンサート準備 5日/原爆の日コンサート 25日/研修会) 

△・・・午前不可(9日/研修会) 

▲・・・午後不可(19日・24日/研修会 20日/講演会) 

■・・・研修室①のみ午後不可(3日・30日/研修会) 

◆・・・研修室②のみ午後不可(21日/研修会) 


