
  鳥取県西部地区の小・中学生が夏休みの自由研究で、特に地域の問

題について調査研究した題目を発表してもらう会です。毎年、充実した

内容の素晴らしい研究成果が発表されます。予約・申込不要です。お誘

いあわせの上、ぜひお越し下さい。 

 また、この発表会にともない、12月1日(木)～10日(土)まで図書館2

階ギャラリーにて関連資料展示も行います。あわせてご覧ください。 

主催：伯耆文化研究会 共催：米子市立図書館 

電話0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

 

米子市立図書館だよりH28.12月号 -1- 

日時：平成28年12月11日(日)午後1時30分～4時30分 

場所：図書館2階多目的研修室 入場無料・申込不要 

日時：平成28年12月17日(土) 

場所：米子市立図書館2階多目的研修室 

入場無料・申込不要 

 生田長江の人と業績を顕彰する≪白つつじの会≫さん主催によ

る、生田長江フォーラムを米子市立図書館で開催します。 

 日野町出身の生田長江は、明治から昭和にかけて文学や思想の

世界で多くの業績を残した郷土が誇る偉大な人物です。ニーチェ

全集やマルクスの資本論の翻訳をはじめ、評論や詩、戯曲、小説

等も数多く執筆しました。 

 フォーラムでは、生田長江の業績にスポットを当て、白つつじ

の会結成10年のあゆみと共に、今も鮮烈な力をもつ長江の思想

とその一生をわかりやすく紹介します。このフォーラムにともな

い、13日(火)～17日(土)まで、図書館2階ギャラリーにて「白

つつじの会生田長江関連資料展示」もおこないます。皆さまのご

来場をお待ちしています。 

問合先：日野町図書館 電話0859-72-1300 

年末年始は12月28日(水)～1月3日

(火)まで休館となります。 

休館中は、図書館入口横にある返却ポ

ストがご利用頂けます。また、イン

ターネットによる本の予約も可能です。 

よなぽん 



 
　　　　　12月4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

 

　　　　12月4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

　
　　　　　12月20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

　　　　12月16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

　
　
　
　　　12月27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

　　　12月3日(土)午後2時～４時
　　　　『直野会二十年のあゆみ』
　　直野会二十年のあゆみ編集委員会編

　

　　　　　12月4日(日) 午後1時30分～３時30分
　　　   　『論語新釈』宇野哲人著　対象：大人

  　     　12月14日(水)午後2時～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

12月4日(日)午前10時30分～11時30分
『子ども論語塾』安岡定子著
対象：小学生(保護者も可)

　
　

　　　　　　いずれも午前10時30分～12時
　　　◎12月１0日(土)
　　「西洋絵画の楽しみ方～『受胎告知』を中心に～」
　講師：地域学部付属芸術文化センター准教授　筒井宏樹さん
　　　◎12月２4日(土)
　「子どもは『授かる』もの?『作る』もの?
　　～いのちの始まりをめぐる生殖医療技術と宗教～」
　講師：医学部　准教授　安藤泰至さん

 

　　　　　12月24日(土)午後1時30分～4時
  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
　　　♡どなたでもお気軽にご参加ください。

☆つつじ読書会、楽しく漢文に学ぶ会、こどもの
ための論語教室、古文書研究会、いきいき長寿音
読教室のお問合せは、
　　　　　　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。

 　　　12月14日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　　 ※要事前申込　先着15名
※11月末現在、定員に達しました。キャンセルがあれば
予約可能。
　　　　  問合先：米子市立図書館

場所：図書館2階研修室 

米子市立図書館だよりH28..12月号 -2- 

ビジネス支援 相談会は、 

すべて無料・要事前申込です。 

場所：図書館２階研修室 

起業・経営なんでも相談会 起業・事業融資相談会 

ビジネス情報相談会 
よなご若者サポートステーション出張相談会 

特許無料相談会 

つつじ読書会 

古文書研究会 

鳥取大学ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ(ライブ中継) 

こころの相談会 

楽しく漢文に学ぶ会 

問合せ先 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 

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。 

こどものための論語教室ー第2期生ー 

いきいき長寿音読教室 



米子市立図書館だよりH28.12月号 -3- 

場所：図書館１階おはなしのへや 

 

毎週木曜日 午前10時40分～11時30分   

 

◎1日・8日・15日 担当：ほしのぎんかさん 

◎22日 担当：火曜の会さん 

 

12月13日(火)午後4時～4時半  担当：図書館職員 

 

夕方おはなし会は、来られたお子様の年齢に合わせて

おはなし会をします。12月はクリスマスプレゼントが

あります♫ 

 

12月17日(土)午前11時～11時半   

 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♫ 

12月は「こびとのくつや」「馬方やまんば」「十二の

つきのおくりもの」のおはなしをおとどけします。  

 

第10回鳥取県西部地区 

小・中学生地域研究発表会関連資料展示 

12月1日(木)～10日(土) 

 

白つつじの会 生田長江関連資料展示 

12月13日(火)～17日(土) 

 

米子城写真展 

12月6日(火)～27日(火) 

 

子ども「エシカル・ラボ」製作品展示 

12月18日(日)～23日(金) 

 

11月5日(土)と11月6日(日)、2日間にわたって毎年恒例「図書館まつり」を開催しました。今年は5日に「米子市

文化財団フェスティバル」も開催され、多くの方で賑わいました。 

ボランティアさんによるおはなし会！今年も大盛況です♫ 

左からほしのぎんかさん、民話の会さん、火曜の会さん、読みメンのお二人♡ 恒例の古本市！ 

図書館工作ワークショップ 上手

にできたよ！ 

文化財団フェスティバル。図書館・美術館前広場がにぎわいました。 



米子市立図書館だよりH28.12月号 

 ☆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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年末年始は12月27日(火)まで開館。 

28日(水)～1月3日(火)まで休館となります。 

☆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。 

☆11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。      

「クリスマスの本」 

「世界のおはなし」 

 

「冬の特集」 

「ノーベル賞に関する本」 

 

「経営力をアップさせる 

～資金・経理編～」 

  「もっと知りたい 

     お金のはなし」 
 

確定申告の本を中心に、金融や税

金に関する入門書等を集めました 

 

「年末年始の暴飲暴食

を楽々リセット！」 

日 月 火 水 木 金 土

1
おはなし会

2 3×
つつじ読書会

4
こども論語教室

楽しく漢文に学ぶ会

5
休館日

6 7 8
おはなし会

9 10
サイエンスアカデミーin

米子

11×
鳥取県西部地区小中
学生地域研究発表会

12
休館日

13
夕方おはなし会

14
いきいき長寿音読
教室

こころの相談会

15
おはなし会

16
ビジネス情報
相談会

17▲
おはなしかご

ストーリーテリング

白つつじの会10年のあ

ゆみ記念フォーラム

18△ 19
休館日

20
よなご若者サポー
トステーション出
張相談

21 22
おはなし会

23 24サイエンスアカデ

ミーin米子

古文書研究会

25 26
休館日

27
特許無料相談会

28月末休館日 29 30 31

1 2 3 4　開館 5

年末年始休館日

年末年始休館日

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。 

休館日は研修室を終日ご利用頂けません。 

×終日不可(3日/研修会 11日/地域研究発表会)  

▲午後不可(17日/講演会・研修会) 

△午前不可(１８日/研修会) 


