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♪伯耆文化研究会９月例会開催します♪ 

♪「お仕事チャレンジ」報告♪ 
 ８月１８日（金）米子市立図書館で平成２９年度米子市文化財団連携事業「お仕事チャ

レンジ大作戦 司書・学芸員コース」がありました。参加者は米子市内の小学校３年生～

６年生２０名で、３つのグループにわかれて各々のコースの体験学習をしました。 

 司書コースは、図書館の役割を学んだ後、米子城の歴史と米子城に関するレファレンス

を司書としてどう応えるか考えてもらいました。学芸員コースでは、山陰歴史館の提供す

る古銭の拓本を額装する体験をしました。参加者たちは終始、集中して話を聞いたり質問

をしたり、真剣に取り組んでいました。最後、全員に修了証書が渡されチャレンジ終了と

なりました。 

 今回の体験で司書・学芸員の仕事を理解し興味をもってくれる機会になればと思います。 

♪文化講演会「イギリス児童文学の世界」♪ 
 10月１日（日）米子市立図書館で文化講演会「イギリス児童文学の世界『アリス』と

『プーさん』ディズニーの向こうにあるもの」が開催されます。講師は日本女子大学英文

学科教授、佐藤和哉先生です。ディズニーの映画や絵本のキャラクターとして親しまれて

いるアリスとプーさん。イギリスの本がもとになっている二人の主人公のことをちょっと

だけ学んでみませんか。たくさんの方のご参加をお待ちしています。 

 

            ◎29年10月1日(日)午後2時～4時  

     ◎会場：米子市立図書館２階研修室 

     ◎定員100名（先着） 入場無料 

     ◎申込方法：米子市立図書館 

        電話0859-22-2612    

                  ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

        E-mail   jimu5000@yonago-toshokan.jp 

     ◎共催：米子市立図書館、図書館友の会・米子、 

         日時；9月9日(土)午後1時30分～3時30分 

         場所：米子市立図書館2階多目的研修室 

 新鳥取県史講演会：「米軍記録と役場文書から読み解く郷土の戦争」 

   講師：岩佐武彦さん（県史現代部会・調査委員） 

        喜多村理子さん（鳥取短期大学非常勤講師、現代部会編さん委員） 

           定員：100名       

         入場無料（今回は鳥取県公文書館県史編さん室との共催のため） 



　
　　　　　　「芸術・文化の可能性」
　　　　　　　午前10時30分～12時
9月9日(土)地域学部准教授　岡村知子さん
9月23日(土)地域学部附属芸術センター 木野彩子さん
　　　　主催：鳥取大学・鳥取県立図書館
　　　　問合先：0857-31-6777
　　入場無料・どなたでもご参加いただけます。

 
 
　

9月15日(金)午後１時30分～3時
     「年金受給と社会保険の活用術」

講師：安田社会保険労務士事務所　安田　岳歩さん
※事前予約が必要です。問合先：みなくる米子

電話0859-31-8785　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034

　　　9月2日(土)午後2時～４時
　　　　　『日本文学史序説（上）』
　　　　　　　加藤周一著

　

　　　　　9月3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

　

　9月13日(水)午前10時30分～12時
　　　　　　　※要事前申込
　　　　 　 問合先：米子市立図書館
★10月はお休みです。次回は11月8日(水)開催です。
9月14日(木)から予約申し込みを開始します。(電話・
ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付)

9月3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)

　　　　　9月23日(土)午後1時30分～３時
　 古文書入門『鷲見家短冊帳（図書館貴重資料）を読む』
 　　　　　　　　　講師：中　宏さん

☆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。

 
　
             9月3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

 

　　　　9月3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

　
 　　         9月15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

　　９月17日（日）午前10時～午後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

　　　　９月19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

　
　
　　　9月26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

つつじ読書会 

古文書研究会 

楽しく漢文に学ぶ会 
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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 

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 

米子市立図書館だよりH29.9月号 

会場：すべて２階研修室 

今月は特別講義のため、参加ご希望の方

には事前にテキストをお配りします。  

１階カウンターまでおこしください。 

鳥取大学サイエンスアカデミー 労働セミナー 

就農相談会 

ビジネス支援相談会は、すべての相談に申込が必要です。 



　

　　　　　　　　　　　おはなしかご
　　　　　　　　　  9月16日(土)10時30分～11時
　　　　　　　担当：米子おはなしかごさん

★ストーリーテリング(語り)のドキドキワクワク
のおはなし会です。子どもさんから大人の方まで
お楽しみいただけます。

「織りのゆくえ」

主催：おりもんや

期間：9月2日(土)～9月7日(木)

「青年海外協力隊写真展」

主催：JISA鳥取デスク

期間：9月10日(日)～9月26日(火)
最終日は正午まで

「公文書館巡回展
鳥取大地震・西部地震・中部地震

ー被災から復興への記録ー」
主催：鳥取県立公文書館

期間：9月28日(木)～10月8日(日)
最終日は正午まで

「ディサービスセンターひこな

作品展」

主催：ディサービスセンターひこな

期間：9月28日(木)～10月5日(木)
最終日は正午まで

　　 　 9月9日(土)午前10時～午後2時
　　　場所：米子市立図書館1階対面朗読室①②

相続・遺言・成年後見・交通事故・外国籍の方の在留
(ビ ザ)・帰化など、行政書士が無料で相談に応じま
す。予約は不要です。
　　　　　問合先：鳥取県行政書士会事務局
　　　　　　電話0857-24-2744

　　　　9月13日(水)午後2時～4時
                 場所：図書館2階研修室④
　くるしいこと、つらいこと、産業カウンセラー
に話してみませんか？
    　　　　　　　※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

　　　　　　　木曜おはなし会

　毎週木曜日　午前10時40分～11時30分
◎7日，14日，21日　担当：ほしのぎんかさん
◎28日　担当：火曜の会さん

　★0才のお子様からご参加頂けます♬

　　　　　　　　夕方おはなし会

　　　9月12日(火)　午後4時～4時30分
　　　　　　　担当：図書館司書

★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♫

米子市立図書館だよりH29.9月号 

こころの相談会 
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場所：図書館2階フロア 

場所：図書館１階おはなしのへや 

行政書士無料相談会 



日 月 火 水 木 金 土

1★ 2
つつじ読書会

3
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

4×
休館日

5 6 7
おはなし会

8 9▲
伯耆文化研究会9
月例会
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
行政書士相談会無
料相談会

10 11×
休館日

12
夕方おはなし会

13
いきいき長寿音読
教室
こころの相談会

14
おはなし会

15▲
ビジネス情報相談会

労働セミナー

16
おはなしかご

17
就農相談会

18×
休館日

19
よなご若者サポー
トステーション出
張相談

20 21△
おはなし会

22 23
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会

24 25×
休館日

26×
特許無料相談

27× 28×
おはなし会

29△ 30×
月末休館日

多目的研修室予定
▲午後不可（９日/伯耆文化研究会　１５日/労働セミナー）
△午前不可（２１日・２９日/研修会）
×終日不可（２６日・２７日・２８日/研修会）
★研修室①のみ午後不可（１日/研修会）
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 ☆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 電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 eメール jimu5000@yonago-toshokan.jp 

米子市立図書館だよりH29.9月号 

☆図書館2階にある多目的研

修室は、事業がない日のみ

自習室として開放していま

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。 

 

☆8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。    

   

☆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。印がない

日は終日開放しています。 

よなぽん 

 暑い夏が終わり、読書の秋がやってきます！今年の秋は、いつもとは違うジャンルの本に

挑戦したり好きな作家の本をじっくり読んだり、読書を楽しんでみませんか。 

 毎週、図書館にはたくさんの新刊本が入っています。カウンター横の新刊コーナーには約

２ヶ月以内に入った本がおいてあります。コーナーのところどころにオススメの新刊をＰＯ

Ｐで紹介！新刊案内もおいているので本選びの参考にしてみてください（＾＾） 

 また、毎月司書が様々な特集コーナーを企画しています。季節にちなんだものや、児童、

ビジネス、健康、法律などジャンルにわけて特集しています。その他、館内の壁面コーナー

にも小説や歴史、郷土関係のオススメ本をおいています。 

 図書館をゆったり歩きながら特集コーナーにも目を向けてみてはいかがですか♪ 

♪読書の秋を楽しんでみませんか♪  

♪オススメ郷土の本♪ 

『山陰絶景』  KWAN／著 

鳥取砂丘、大山、宍道湖、出雲大社…。山陰の豊か

な自然や、連綿と続く歴史によって生み出された美

『奇跡の澤井珈琲』  澤井 理憲／著 

ネットショップだけで年商20億を実現! 著者が鳥取県

で両親とはじめた小さな珈琲豆屋・澤井珈琲が、ネット

で1番売れる珈琲屋さんになるまでの軌跡を綴る。 


