
 鳥取県立図書館が主催する国際交流ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ講演会が開催されます。こ

れは、毎年環日本海諸国をはじめとする各国の文化に関する講演会で、県

内３カ所で行われます。西部会場である米子市立図書館では、「高麗青磁

とその時代」という演目で、愛知県立芸術大学非常勤講師・吉良文男さん

に語っていただきます。皆さまのお越しをお待ちしております。詳しくは

館内チラシをご覧ください。（入場無料・申込不要) 

           日時：12月３日(日)午後2時～4時 

           場所：米子市立図書館２階多目的研修室 

           問合先：鳥取県立図書館 電話0857-26-8155 

                        ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-22-2996 
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「ヘラ出しデコボコお絵かき」 
銅の板に竹べらで立体的な絵を描き

ます♪ 

 

日時：12月16日(土)午後1時～4時 

場所：米子市立図書館2階研修室 

入場無料・要申込(先着30名程度) 

主催･申込･問合先：ポリテクセン

ター米子(訓練課)電話0859-27-

5115 

国際交流ライブラリー講演会のお知らせ 

親子ものづくり体験 

おすすめです！～大人のための100選～ 
 この度、米子市立図書館では、さまざまなジャンルから100冊を選び出し、大人用の推薦図書

リストをつくりました。哲学、批評、民俗学、文化人類学、現代思想、内外の小説、音楽、漫画

批評など、ジャンルと出版社は多岐にわたります。 

 新たなジャンルを切り開いた労作から、読み継がれた名著、忘れられた歴史物語まで、いろい

ろなタイプの書物から、「読書」の新たな楽しみを発見していただければ幸いです。 

 12月末まで、図書館1階にて「大人のための100選」コーナーを開設しています。 

解題つきのリストは、図書館ホーム―ページよりご覧いただけます。 

国際ソロプチミスト米子様より 

図書の寄贈 

 

 この度、国際ソロプチミスト米子様より、米子市

立図書館へ児童書４０冊を寄贈していただきました。 

 11月21日(火)に贈呈式が行われました。寄贈図

書は、12月より１階児童室の新刊コーナーで展

示・貸出をします。ぜひご利用ください。(寄贈し

ていただいた図書一覧を米子市立図書館ＨＰでご覧

いただけます) 

 

ビジネス支援 相談会 



　
　　　　12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

 
　
        12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

 
　
           12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

　　　12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

　
 　　        12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

ビジネス支援 相談会 

12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H29.12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 

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 

第11回鳥取県西部地区小・中学生地域研究発表会 



　　 　 12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

　　　　12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日は月末休館日のためお休みします～
★0才のお子様からご参加頂けます♬

　
　　　　夕方おはなし会
　
　　12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たおはなし
会をおこないます♪

　
　　　　　　　おはなしかご
　　　　　　12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。

12月おはなし会♪ 

こころの相談会 
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2  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 

12月★各種相談会 

12 28 ( ) 1 3 ( )  
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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 

 ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/  所在地〒683-0822米子市中町8番地  

米子市立図書館だよりH29.12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①

②)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。 

 

☆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.c

om/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

い日は終日開放しています。 

米子市立図書館12月行事・自習室カレンダー 
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今年も図書館まつりが盛況でした！！ 
 

 

 

 

 

 11月19日（日）、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した。37名の方

にご参加いただきました。作品の登場人物たち

の裏設定話や、くすのきさんの作品に込められ

たあたたかな思いをお聞きすることができました。

涙と笑いたっぷりの、素敵な講演会でした。 

くすのきしげのりさん講演会の報告 
 

年末年始休館12月28日(木)～1月3日(水)まで 

ﾕｰｻﾞｰﾈｰﾑはすべて

yonapon８ です。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2×
ビジネスパーソンのた

めの図書館活用ｾﾐﾅｰ

つつじ読書会

3▲
国際交流ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ講演

会

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
幼児の成長を育
む本の講座

9◆
ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
行政書士
無料相談会

10×
鳥取県西部地区小中
学生地域研究発表会

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
労働セミナー

15
ビジネス情報相談
会

16★
おはなしかご
親子ものづくり体験

17□ 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×
月末休館日

29 30

31 1 2 3 4
図書館開館
9：00～

5 6

多目的研修室予定
×終日不可（２日/県立ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ　10日/地域研究発表会　12・13・14日/研修会)
△午前不可（6日/研修会)
▲午後不可(3日/国際交流ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ講演会)
◆研修室①のみ午後不可(９日・23日/研修会)
★午後５時から不可(16日/県ジュニア美術展表彰準備)
□午後2時まで不可(17日/県ジュニア美術展表彰式)

年末年始休館

年末年始休館


