
「ひとりひとりがみんなたいせつ～作品に託す願い～」と題して、

児童文学作家くすのきしげのりさんの講演会が開催されます。参加

には申込が必要です。詳しくは館内チラシ、または図書館ホーム

ページをご覧ください。 

 

   日時：平成29年11月19日(日)午前10時15分～12時15分 

                 （午前10時開場） 

   場所：米子市立図書館2階多目的研修室 

   申込先・問合先 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 
 Ｈ29年11月 318号 

米子市立図書館だよりH29.11月号 

よなぽん 
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 今年最後の伯耆文化研究会例会は、上田京子さんと谷口房男さんの発表です。予約不要となっ

ております。多くのご参加お待ちしています。 

 

 ①上田京子さん「米子の詩人 生田春月～新出資料による春月と米子～」 

 ②谷口房男さん「『日野郡史』の発現と意義」 

 

       日時：11月25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 
       ☆会員外の方は資料代200円が必要です。 

 

 これに伴い、11月7日(火)～26日(日)まで、「米子の詩人 生田春月展」を図書館2階市民ギャ

ラリーで行います。詳しくは館内チラシまたは図書館ホームページをご覧ください。 

くすのきしげのりさん講演会開催します 平成29年度子ども読書活動推進事業 

伯耆文化研究会11月例会開催します 

小泉凡さん講演会開催しました 

入場無料 

要申込 

先着60名 

『おこだでませんように』 

くすのきしげのり/作 石井聖岳/絵 

 10月21日(土)、米子市立図書館2階多目的研修室で、郷土文化講演会「小泉八雲の世界から～

地域資源としての作家と文学」を開催しました。講師は、八雲の曾孫にあたる小泉凡さんでした。

持続可能な共生社会に八雲の思想が活かされることや、文化資源としての可能性を改めて強調さ

れました。 

  

 八雲の一生を振り返り、これ

までの顕彰活動について解説さ

れました。とても分かりやすく、

引き込まれる講演会でした(^^) 

小泉凡さん 

 進駐軍の戦後日本統治に大きな影

響を与えたボナー・フェラーズと小

泉家の関係など、あまり知られてこ

なかった貴重なエピソードも披露さ

れました！ 

 76名の参加となり、盛会とな

りました。ご参加いただきまし

た皆さま、小泉凡さん、ありが

とうございました。 



　　　11月11日(土)午後2時～４時
　　　　　　　『ばんとう』
　　　　　　　　松本薫著

　

　　　　　11月12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

　

　11月8日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　　　　※要事前申込
　　　　 　 問合先：米子市立図書館
★来月は12月13日(水)開催で、指導者対象の教室に
なります。11月9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)

11月12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)

 

　　11月25日(土)午後1時30分～３時30分
　
　　　　　　詳しくは今号1ページをご覧ください。　　　11月25日(土)午後1時30分～３時

　 　　　古文書入門「多比能実知久佐」を読む
 　　　　　　講師：中　宏さん

「ＳＴＥＡＭ教育の時代」午前10時30分～12時

　　第2回11月11日(土)
講師：地域価値創造研究教育機構准教授　前波晴彦さん

　　第3回11月25日(土)
講師：地域学部講師　武田信吾さん

☆予約不要です。ご自由にご参加ください。

☆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。

 

　　　　11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

 
　
        11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

　　　11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

　
 　　        11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

　
　　　12月2日(土)午後1時30分～3時30分
　　　講演「ビジネスに役立つ！図書館「超活用術」
　　　　　　講師：奥野宣之(文筆家)
対象：社会人・図書館の活用に関心のある方
定員：100名(申込先着順)
申込先：米子市立図書館
電話0859-22-2612　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

　
　　　　11月28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

ビジネス支援 相談会 

11月★図書館例会 

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 

米子市立図書館だよりH29.11月号 

会場：すべて２階研修室 

参加者大募集！初心者の方大歓迎♪ 鳥取大学サイエンスアカデミーin米子 

伯耆文化研究会 １１月例会 

★全て無料・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 

ビジネス情報相談会 

特許無料相談会 

起業・事業融資相談会 

よなご若者サポートステーション出張相談会 

ビジネスパーソンのための図書館活用セミナー 



「加茂川まつり写真展」
主催：加茂川まつり実行委員会

～11月3日(金)祝日

「夏休みチャレンジ
自分で作ろう米飯朝ごはん

西部地区作品展示」
主催：鳥取県西部総合事務所

11月2日(木)～15日(水)

「米子の詩人生田春月展
春月に親しむ　春月と遊ぶ」

主催：春月会
11月7日(火)～26日(日)

「高麗青磁とその時代
～環日本海関連展示」
主催：鳥取県立図書館

11月21日(火)～12月3日(日)

「けんべい★あーと展」主催：県立米子養護学校
11月18日(土)～19日(日)　最終日は午後3時まで
会場：図書館2階多目的研修室、展示ギャラリー

　　 　 11月11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

　　　　11月8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
◎2日，9日，16日　担当：ほしのぎんかさん
　　～23日は臨時休館日のためございません～
★0才のお子様からご参加頂けます♬

　
　　　　夕方おはなし会
　
　　11月14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たおはなし
会をおこないます♪

　
　　　　　　　おはなしかご
　　　　　　11月18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。

11月おはなし会♪ 

こころの相談会 

米子市立図書館だよりH29.11月号 
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☆2階ギャラリー展示 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 

11月★各種相談会 
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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H29.11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。 

 

☆10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。 

 

☆10月1日(日)より、

Twitterで当日の研修室開放

状況をお知らせしています。

どうぞご利用ください。 

アカウントURL 

htts://www.twitter.com

/yonapon8/ 

ユーザーネーム 

@yonapon8 
   

☆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

よなぽん 

米子市立図書館11月行事・自習室カレンダー 

図書館を活用した『サポートの必要な家庭』 

応援について考えるセミナー 

平成29年11月21日(火)午後1時30分～午後4時30分 

西部会場：米子市立図書館2階多目的研修室 

 

参加対象：●サポートの必要な家庭を支援(を検討)してい

る関係機関・団体・個人●こども食堂・学習支援に取り組

んでいる方●図書館関係者●行政の担当部局関係者 

 

申込先：鳥取県立図書館 電話0857-26-8155 ﾌｧｸｼﾐﾘ

0857-26-8155 

 

★詳しくは館内設置のチラシをご覧ください。 

 11 4 ( ) 5 ( ) 
10 6  

  

 

11月23日(木)は、工事に伴う臨時休館となります。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

平成29年度 幼児の成長を育む本の講座 

子どもと楽しむ「やさしい読みもの」幼年文学を考える 

 日時:平成29年11月10日(金)午後1時15分～4時 

 西武会場:米子市立図書館2階多目的研修室 定員：80

名 

 講師:中村順子さん 

  (駿河台大学、日本女子大学、中央大学非常勤講師) 

 

参加対象：●保育園・幼稚園関係職員●公共図書館関係

職員●学校関係職員●図書館学及び幼児教育を学んでい

る学生●鳥取県子ども読書アドバイザー●読み聞かせボ

ランティア等 

申込先：鳥取県立図書館情報相談課 児童図書担当 

    小林みちる 

    ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-22-2996 

    Eメールtoshokan@pref.tottori.lg.jp 

★館内設置の申込用紙からお申込ください。 

日 月 火 水 木 金 土

1◆ 2×
おはなし会

3× 4×
図書館まつり

5×
図書館まつり

起業・経営なんでも
相談会／起業・事業
融資相談会

6×
休館日

7 8△
いきいき長寿音読
教室
こころの相談会

9
おはなし会

10×
幼児の成長を育
む本の講座

11△
ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
行政書士
無料相談会
つつじ読書会

12▲
こども論語教室
楽しく漢文に学ぶ
会

13×
休館日

14★ 15△ 16
おはなし会
労働セミナー

17▲
ビジネス情報相談会

18×
おはなしかご

19×
くすのきしげの
りさん講演会

20×
休館日

21▲
よなご若者サポートス
テーション出張相談
サポートの必要な家庭
応援について考えるｾﾐ

ﾅｰ

22 23×
工事による臨時
休館

24 25×
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会
伯耆文化研究会

26 27×
休館日

28
特許無料相談

29△ 30×
月末休館日

多目的研修室予定
×終日不可（２日･３日/図書館まつり準備　４日･５日/図書館まつり　10日/講座　18日・19日/展示　25日/
ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ　伯耆文化研究会）
▲午後不可（12日/研修会　17日/展示準備　21日/セミナー)
△午前不可（8日・15日・29日/研修会　11日/ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ）
◆研修室②のみ終日不可(１日/図書館まつり準備)
★研修室①のみ午後不可(14日/研修会)
　










