
 今年度も鳥取大学医学図書館・米子市立図書館による共催講演会

を開催します。今回は「骨粗しょう症は寝たきり予防」と題し、鳥

取大学医学部保健学科教授の萩野浩先生にお話していただきます。 

 骨粗しょう症は症状や進行具合が分かりにくく、骨折を繰り返す

と寝たきりにつながります。そこで、どのような人がなりやすいの

かと予防法の最新情報をお話します。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：1月20日(土)午後2時～3時30分終了予定 

           場所：米子市立図書館２階多目的研修室 

           問合先：米子市立図書館 電話0859-22-2612 

米子市立図書館 だより 
 Ｈ30年1月 320号 

米子市立図書館だよりH30.1月号 

よなぽん 
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今年も健康な一年を！「骨粗しょう症予防は寝たきり予防」講演会  

 ２０１８年もよろしくお願いします。米子市立図書館一同 
館長挨拶 
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1 『蜜蜂と遠雷』　恩田陸/著　幻冬舎　2016.9

2 『九十歳。何がめでたい』　佐藤愛子/著　小学館　2016.8

3 『マスカレード・ナイト』　東野圭吾/著　集英社　2017.9

4 『素敵な日本人』　東野圭吾/著　光文社　2017.04

5 『騎士団長殺し　第1部』　村上春樹/著　新潮社　2017.2

6 『騎士団長殺し　第2部』　村上春樹/著　新潮社　2017.2

7 『みかづき』　森絵都/著　集英社　2016.9

8 『コンビニ人間』　村田沙耶香/著　文藝春秋　2016.7

9 『アキラとあきら』　池井戸潤/著　徳間書店　2017.5

10 『劇場』　又吉直樹/著　新潮社　2017.5

1 『しろくまちゃんのほっとけーき』　わかやまけん/作　こぐま社

2 『だるまさんと』　かがくいひろし/作　ブロンズ新社

3 『がたんごとんがたんごとん』　安西水丸/作　福音館書店

4 『だるまさんの』　かがくいひろし/作　ブロンズ新社

5 『はらぺこあおむし』エリック・カール/作　偕成社

6 『おつきさまこんばんは』　林明子/作　福音館書店

7 『だるまさんが』　かがくいひろし/作　ブロンズ新社

8 『じゃあじゃあびりびり』　まついのりこ/作　偕成社

9 『どんぐりむらのほんやさん』　なかやみわ/作　学研教育出版

10 『ぐりとぐら』　中川李枝子/作　福音館書店

  



　
　　　　1月23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

 
　
        1月7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

 
　
           1月7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

　　　　　1月19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

　
 　　        1月16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

　　　1月6日(土)午後2時～４時
　　　『日本文学史序説』下　9・10章
　　　　　　　加藤周一著

　

　　　　　1月7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

　

　　　1月10日(水)午前10時30分～11時30分
　　　　※要事前申込・初心者から参加可能
　　　　 　 問合先：米子市立図書館
★来月は2月14日(水)開催、初心者から参加可能。1
月11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)

1月7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)

　
　　　　1月13日(日)午後１時30分～3時30分
　　　 会員外は資料代200円必要、申込み不要
　　①石原　洋三さん「たたかう木地師たち」
　　②大野　秀さん「知っていますか？詩人則武三雄」

　
　1月27日(土)午後1時30分～３時(予定)
　 　　古文書入門「多比能実知久佐」を読む
 　　　　　　講師：中　宏さん

　　　「より地域に根ざし、貢献する大学へ」
　　　　　　　午前10時30分～正午
　　　　　　　　　1月27日(土)
　　　　　講師：農学部助教　西村　亮さん

           ☆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。
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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H30.1月号 

会場：すべて２階研修室 

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 

伯耆文化研究会１月例会 



                 

♬

1  

 

米子市立図書館だよりH30.1月号 -3- 

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 

 

1  

図書館利用者アンケートの集計結果を公表しています 

貴重なご意見をたくさんあり
 10月26日(木)～11月8日(水)まで、図書館内で図書館利用者アンケー

トを実施しました。 

 利用時間や職員の対応、館内の使いやすさなどの質問に答えていた

だきました。 

 今後も皆さまからいただいたご意見やご要望を参考にさせていただ

き、より一層お役に立てる図書館にしていきたいと思います。ご協力

いただきありがとうございました。  

 なお、アンケートの集計結果は図書館内と図書館ホームページで見

ることができます。 
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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H30.1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。 

 

☆12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.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

米子市立図書館1月行事・自習室カレンダー 

 

12月10日（日）、米子市立図書館2階の多目的研修室で、

「第11回鳥取県西部地区小･中学生地域研究発表会」が開催

されました。 

 今年は小学生8名、中学生3名、合計11名の発表がありまし

た。発表資料は、図書館の地域資料として大切に保存・活用

されます。来年も素晴らしい発表をお待ちしています！！ 

 

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yonapon

８ です。 
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 1  

日 月 火 水 木 金 土

31× 1× 2× 3× 4
開館
9：00～

5 6
つつじ読書会

7
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

8×
休館日

9
夕方おはなし会

10◆ 11▲
おはなし会

12△ 13▲
ｻｲｴﾝｽ･ｱｶﾃﾞﾐｰ
行政書士
無料相談会
伯耆文化研究会例
会

14☆ 15×
休館日

16 17
いきいき長寿音読
教室
こころの相談会

18
おはなし会
労働セミナー

19▲
ビジネス情報相談
会

20▲
おはなしかご
医学図書館連携講演会

21 22×
休館日

23
よなご若者サポートス
テーション出張相談

24 25
おはなし会

26 27★
ｻｲｴﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ
古文書研究会

28 29×
休館日

30
特許無料相談

31×
月末資料整理日

多目的研修室予定
×終日不可
△午前不可（12日/研修会)
▲午後不可(11日・19日/研修会　13日/伯耆文化研究会例会　20日/講演会)
◆研修室①のみ午後不可(10日/研修会)
★研修室②のみ終日不可(27日/研修会)
☆研修室①のみ午前不可（14日/研修会)

年末年始休館


