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よなぽん 

すべての講演会が予約・ 

    

 

 

 

 

 

 江戸時代後期、鳥取では国学と和歌がさかんになり、米子や境港からも歌人が輩出されまし

た。今回の講演会では幕末・維新期を中心に活躍した歌人たちの資料を展示・紹介しながら、

当時の郷土の自然や世相がどのようなものだったのか皆さんとともに考えていきたいと思って

います。入場無料ですので、ぜひご参加ください。 

 

◎日時 平成29年2月11日(土)午後2時～ 

◎会場 図書館2階 多目的研修室 
◎講師 米子工業高等専門学校准教授 渡邊健氏 

◎問合先 米子市立図書館 電話0859-22-2612 

平成２８年度米子高専・米子市立図書館連携講演会      

米子・境港ゆかりの歌人たち 

～幕末維新期を中心に～ 

 

 

 

 

 

 明るく健康に長生きすること―健康長寿を目指して、鳥取大学医学部の松浦達也氏に日々の

食生活についておはなしして頂きます。入場無料です。多くの方のご参加をお待ちしています。 

 

◎日時 平成29年2月18日(土)午後2時～ 

◎会場 図書館2階 多目的研修室 

◎講師 鳥取大学医学部教授 鳥取大学医学図書館長 松浦達也氏 
◎問合先 米子市立図書館 電話0859-22-2612 

            ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

平成２８年度鳥取大学医学図書館 

 米子市立図書館 共催講演会 

     健康長寿のための食生活 

平成２８年度国際交流ライブラリー講演会「ドラマが映し出す韓国社会」の報告 

 1月22日(日)、鳥取県立図書館主催・米子市立図書館共催による講演会「ド

ラマが映し出す韓国社会」が開催されました。この講演会は、日本海諸国をは

じめとする各国文化に関する全3回の講演会で、今回が第2回目となります。

講師は、文教大学教授の山下英愛(やました よんえ)先生でした。山下先生は、

韓国の近代史の概略をたどりながら、軍事政権下のドラマ(70～80年代)、ド

ラマの黄金期(90年代)、韓流時代のドラマ(2,003年～)、最近のドラマ等に時

代を区分して、時代の特質とドラマの展開の相関について分かりやすく解説さ

れました。 

 第3回目の講演会は、2月26日(日)、「小泉八雲－開かれた精神(オープン・

マインド)の航跡を辿るー」が鳥取県立図書館で開催されます。 



 
　　　　　2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

 

　　　　2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

　
　　　　　2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

　　　　2月17日（金）午後1時～3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

　
　　　　　　2月24日(金)午後1時30分～3時
　働く人の労働セミナー(就職活動のポイントセミナー)
　　　　　　「職場のトラブルと対処法」
予約先：みなくる米子　電話0859-31-8785
　　　　　　　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034

　
　
　　　2月21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

　　　2月4日(土)午後2時～４時
　　　　　『日本精神史下巻』
　　　　　　　長谷川宏著

　

　　　　　2月5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

  　   　2月8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

2月5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)

 

　
 
           2月8日(水)午前10時30分～11時30分
　　※要事前申込(2月の音読教室は定員に達しました。
　　キャンセルがあれば予約可能。)
　　　　 　　　　 問合先：米子市立図書館

　　2月11日(土)午前10時30分～正午
「ビックデータを用いたデータサイエンスと鳥取
の活性化」(ライブ中継)
　　講師：工学研究科教授　石井晃さん

☆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。

　
　　　2月25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。

場所：図書館2階研修室 

米子市立図書館だよりH29.2月号 -2- 

すべて無料・要事前申込 

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 
労働セミナー 

つつじ読書会 

古文書研究会 

こころの相談会 

楽しく漢文に学ぶ会 

新規ご参加大歓迎！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 

鳥取大学サイエンス・アカデミー 



淀江の魅力発見！フォトコン写真展
主催：淀江支所

２月25日(土）～3月7日（火）

　　　　　　　木曜おはなし会
　毎週木曜日　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

　★0才のお子様からご参加頂けます♬

　
　　　　　　　　　　おはなしかご
　　　　2月18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)のワクワクドキドキ
おはなし会♬ステキな時間をおすごしください
(*^_^*)

★対象年齢：年長さんくらいからご参加頂けます
♪　　　　　　　　夕方おはなし会

　　　2月14日(火)　午後4時～4時半
　　　　　　　担当：図書館職員

★当日来られたお子様の年齢に合わせておはなし会
をします♡楽しい歌や手遊びも！保育園や幼稚園、
学校の帰り道にどうぞお立ち寄りください♫

 

 

 

 

 

  米子市では「子どもの読書活動推進に関する法律」に基づき、「米子市子ども読書活動推進

計画（第二次計画）」を策定、施行しております。今年度をもって計画期間が終了することか

ら「米子市子どもの読書活動推進ビジョン（第三次計画）【案】」をまとめました。計画の概

要は、子どもが読書に親しむための機会の提供や環境の整備を充実させ、家庭、地域、学校な

どの役割を明確にし、子どもの読書活動を全市的に推進していく方向を示すものとしています。

米子市教育委員会では、学校関係者や関係団体代表者等の意見を聞きながら検討を行ってきま

したが、このたび市民の皆様のご意見をお聞きしたく米子市立図書館に応募チラシを設置して

います。「米子市子ども読書活動推進ビジョン（第三次計画）【案】」は、米子市立図書館、

米子市役所生涯学習課（生涯学習課のホームページにも掲載）、児童文化センター、ふれあい

の里、淀江支所地域生活課、市内各公民館で閲覧できます。応募方法などの詳細はチラシをご

覧ください。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

【応募期間】    平成29年1月20日（金）～2月20日(月) 

【問い合わせ先】  米子市教育委員会事務局生涯学習課 電話0859-23-5443 

米子市立図書館だよりH29.2月号 -3- 

場所：図書館１階おはなしのへや 

場所：図書館2階フロア 

米子市立図書館の2階フロアにある

市民ギャラリー(48㎡)、展示ギャ

ラリー(34㎡)の多目的スペースは、

無料で作品展などにご利用頂けます。

詳しくは米子市立図書館までお問合

せください。 

米子市子どもの読書活動推進ビジョン（第三次計画）【案】について 

ご意見をお寄せください 



米子市立図書館だよりH29.2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 

-4- 

☆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。 

☆1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。 

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。 

▲午後不可(2日・15日・23日/研修会 11日・18日/講

演会  

        24日/労働セミナー) 

●研修室①のみ午後不可(4日・5日・12日/米子ｱｶﾃﾞﾐｰ  

            8日・9日研修会) 

△午前不可(22日／研修会) 

『銀二貫』高田郁(2010年・幻冬舎) 

 「みおつくし」シリーズや、「あきない世伝」シリーズでおなじみ、

高田郁さんの時代小説。舞台は商いの町、大坂。仇討で父を亡くした

少年は、寒天問屋の主に助けられ、商人の厳しい世界で生きていくこ

とになります。その世界観、登場人物たちの生き様、読めば読むほど

圧倒されます。夜に読んではいけません。眠れなくなります。冬の間

につくられる苦心の寒天、食べたくなります！ 

 鳥取県立図書館や、他市町村

の本を米子市立図書館で受取・

貸出ができます。県立図書館の

本は、インターネットでも予約

できます。詳しくは、米子市立

図書館ホームページ、又はカウ

ンターまでお問合せください。 

『疾風ロンド』東野圭吾(2013年・実業之日本社) 

 昨年末映画にもなり、話題になりました。雪山に隠

された怖ろしい生物兵器を探すハラハラドキドキのサ

スペンス！……なのですが、上司の無茶苦茶な命令で

生物兵器を探す医科学研究所員・栗林は運動神経ゼロ。

スキー経験皆無。はたして生物兵器は見つかるのか?！

栗林さんの奮闘ぶりは必見。読むだけで雪山に行った

日 月 火 水 木 金 土

1 2▲
おはなし会

3 4●
つつじ読書会
米子アカデミー

5●
◎こども論語教室

◎楽しく漢文に学ぶ

会

◎起業・経営なんで

も相談会／起業・事

業融資相談会

◎米子アカデミー

6
休館日

7 8●
◎こころの相談会

◎いきいき長寿音

読教室

9●
おはなし会

10 11▲
◎鳥取大学サイエン
スアカデミー
◎米子高専・米子市
立図書館連携講演会

12●
◎起業･経営なんで

も相談会/起業・事

業融資相談会

◎米子アカデミー

13
休館日

14
よなご若者サポー

トステーション出

張相談

◎夕方おはなし会

15▲ 16
おはなし会

17
ビジネス情報
相談会

18▲
◎おはなし会

(おはなしかご)

◎鳥大医学図書館・米

子市立図書館連携講演

会

19▲ 20
休館日

21
◎特許無料相談会

◎よなご若者サ

ポートステーショ

ン出張相談

22△ 23▲
おはなし会

24▲
労働セミナー

25
古文書研究会

26● 27
休館日

28
月末休館日


