
    

                                                    ＨＨＨＨ２０２０２０２０．．．．４４４４月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２０２０２０２０２２２２    

 

    

 このこのこのこの４４４４月月月月からからからから、、、、新新新新しくしくしくしく図書館長図書館長図書館長図書館長をををを務務務務めさせていただくことになりましためさせていただくことになりましためさせていただくことになりましためさせていただくことになりました。。。。市役所市役所市役所市役所のののの内側内側内側内側しかしかしかしか知知知知らららら

なかったなかったなかったなかった私私私私にはにはにはには、、、、未知未知未知未知のののの新新新新しいしいしいしい世界世界世界世界ですですですです。。。。不慣不慣不慣不慣れなこともれなこともれなこともれなことも多多多多いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスのののの大切大切大切大切

なななな施設施設施設施設であるであるであるである図書館図書館図書館図書館がががが、、、、皆皆皆皆さまからさまからさまからさまから一層愛一層愛一層愛一層愛されるされるされるされる場所場所場所場所となるようとなるようとなるようとなるよう、、、、精一杯精一杯精一杯精一杯のののの努力努力努力努力ををををいたいたいたいたしますしますしますします。。。。    

よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいいいたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

米子市立図書館長米子市立図書館長米子市立図書館長米子市立図書館長    斉下斉下斉下斉下    美智子美智子美智子美智子    

     

                ““““子子子子どもどもどもども読書週間読書週間読書週間読書週間    ４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日～～～～５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日””””    

                子子子子どもどもどもども読書読書読書読書のののの日日日日（（（（４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日））））にちなんでにちなんでにちなんでにちなんでイベントイベントイベントイベントをををを開催開催開催開催    

◎◎◎◎日日日日    時時時時    ４４４４月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日曜日日曜日日曜日日曜日））））     午前午前午前午前のののの部部部部    １０１０１０１０時時時時４０４０４０４０分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時ごろごろごろごろ    

                                                                                                午後午後午後午後のののの部部部部    ２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分ごろごろごろごろ    

★★★★おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会    

            絵本絵本絵本絵本やややや紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ、、、、手手手手あそびあそびあそびあそび・・・・エプロンシアターエプロンシアターエプロンシアターエプロンシアターなどなどなどなど。。。。    

★★★★かんたんかんたんかんたんかんたん絵本絵本絵本絵本づくりづくりづくりづくり    

            色色色色をぬってをぬってをぬってをぬって折折折折るだけでるだけでるだけでるだけで簡単簡単簡単簡単にできるにできるにできるにできる絵本絵本絵本絵本をををを作作作作りますりますりますります。。。。    

★★★★児童書展示児童書展示児童書展示児童書展示『『『『子子子子どもにどもにどもにどもに贈贈贈贈るるるる本本本本』』』』    

            図書館員図書館員図書館員図書館員がおすすめするがおすすめするがおすすめするがおすすめする児童書児童書児童書児童書をあつめましたをあつめましたをあつめましたをあつめました。。。。    

★★★★パネルパネルパネルパネル展示展示展示展示『『『『子子子子どもどもどもども読書読書読書読書のののの日日日日ってなあにってなあにってなあにってなあに????』』』』などなどなどなど    

            どうしてどうしてどうしてどうして「「「「こどもこどもこどもこども読書読書読書読書のののの日日日日」」」」ができたのができたのができたのができたの? ? ? ?         

            ごごごご家族家族家族家族でぜひおでぜひおでぜひおでぜひお越越越越しくださいしくださいしくださいしください♪♪♪♪     

                     

 

 

 

２月の第１１号『みつけてみよう 石造物 の巻』に引き

続いて、このこのこのこの度度度度、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと    米子探検隊米子探検隊米子探検隊米子探検隊        第第第第１１１１２２２２号号号号「「「「大山大山大山大山

入門入門入門入門        歴史編歴史編歴史編歴史編    のののの巻巻巻巻」」」」をををを刊行刊行刊行刊行しましたしましたしましたしました。。。。    

この「ふるさと米子探検隊」は、小中学生向けの調べ学習

ガイド冊子としてシリーズで作成し、市内小中学校の全学級

に配布しています。 



    

〔〔〔〔４４４４月月月月〕〕〕〕                                                                                〔〔〔〔５５５５月月月月〕〕〕〕    

日 月 火 水 木 金 土 日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

        １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５                 １１１１    ２２２２    ３３３３    

          おはなしおはなしおはなしおはなし     読書会読書会読書会読書会        おおおお話話話話      

６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    10101010    

    休館日休館日休館日休館日            おはなしおはなしおはなしおはなし            休館休館休館休館    休館休館休館休館      おおおお話話話話     読書読書読書読書    

１３１３１３１３    １４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    １９１９１９１９    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    

    休館日休館日休館日休館日            おはなしおはなしおはなしおはなし    おはなしおはなしおはなしおはなし      休館休館休館休館      おおおお話話話話    おおおお話話話話    伯耆伯耆伯耆伯耆    

２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    

子子子子どもどもどもども    休館日休館日休館日休館日    特許相談特許相談特許相談特許相談  おはなしおはなしおはなしおはなし        古文書古文書古文書古文書     休館休館休館休館         おおおお話話話話     古文古文古文古文    

２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０                25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    31313131    

 休館日休館日休館日休館日        休館日休館日休館日休館日       知的知的知的知的    休館休館休館休館     特許特許特許特許 おおおお話話話話     休館休館休館休館 

※ 4/20（日） 子ども読書の日イベント 

 

 

※5/25…知的財産セミナー（初級セミナー） 

 

 

 

    

    
区    分 利 用 内 容 等 利用等の可否 

１日 火曜日 学校教育課 午 前  不  可 

２６日 土曜日 古文書研究会 午 後  不  可  

備考 １ 大会議室の利用については、「図書館だより」の他、図書館入口の行事連絡

ボード、ホームページ等でご確認ください。    

２ 原則として、利用目的が終了し次第大会議室を開放します。 

 

 

 

 

◎◎◎◎つつじつつじつつじつつじ読書会読書会読書会読書会４４４４月例会月例会月例会月例会   ４月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

・・・・『『『『中国中国中国中国のののの歴史歴史歴史歴史（（（（９９９９））））    海海海海とととと帝国帝国帝国帝国    明清時代明清時代明清時代明清時代』』』』（（（（後半後半後半後半））））    〔〔〔〔上田上田上田上田    信信信信    著著著著／／／／    講談社講談社講談社講談社／／／／刊刊刊刊〕〕〕〕    

※※※※ごごごご自由自由自由自由にごにごにごにご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。（。（。（。（参加無料参加無料参加無料参加無料））））    

◎◎◎◎古文書研究会古文書研究会古文書研究会古文書研究会     ４４４４月月月月２２２２６６６６日日日日（（（（土土土土））））    午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分～～～～        大会議室大会議室大会議室大会議室    

    『『『『今川了俊庭訓今川了俊庭訓今川了俊庭訓今川了俊庭訓』』』』    庭訓往来庭訓往来庭訓往来庭訓往来（（（（第第第第２２２２回回回回））））    

 講師講師講師講師：：：：    福福福福    代代代代        靖靖靖靖    さんさんさんさん        テキストテキストテキストテキスト代代代代：：：：１００１００１００１００円円円円    

誰誰誰誰でもでもでもでも自由自由自由自由にににに参加参加参加参加することができますすることができますすることができますすることができます。。。。テキストテキストテキストテキストはははは当日当日当日当日おおおお渡渡渡渡ししますししますししますしします。。。。初初初初めてのめてのめてのめての方方方方でもでもでもでも楽楽楽楽しくしくしくしく    

古文書古文書古文書古文書にふれることができますにふれることができますにふれることができますにふれることができます。。。。    

    



◎◎◎◎おはなしおはなしおはなしおはなし会会会会   

※※※※木曜日木曜日木曜日木曜日のおはなしのおはなしのおはなしのおはなし会会会会（（（（協力協力協力協力：：：：ほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんか））））    

・・・・４４４４月月月月３３３３日日日日、、、、１１１１００００日日日日、、、、１７１７１７１７日日日日、、、、２２２２４４４４日日日日        午前午前午前午前 10101010 時時時時 40404040 分分分分からからからから        親子読書親子読書親子読書親子読書コーナーコーナーコーナーコーナー    

※※※※金曜日金曜日金曜日金曜日〔〔〔〔毎月第三毎月第三毎月第三毎月第三金曜金曜金曜金曜〕〕〕〕のおはなしのおはなしのおはなしのおはなし会会会会（（（（協力協力協力協力：：：：火曜火曜火曜火曜のののの会会会会））））    

・・・・４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日    午前午前午前午前 10101010 時時時時 40404040 分分分分からからからから        親子読書親子読書親子読書親子読書コーナーコーナーコーナーコーナー    

☆ 絵本の読み聞かせ・紙芝居・わらべうた・パネルシアターなど、楽しいおはなし会です。 

 

◆“私私私私のののの一冊一冊一冊一冊””””米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館米子市立図書館    司書司書司書司書    上上上上    田田田田    京京京京    子子子子 

『『『『    一俵一俵一俵一俵のののの米米米米    』』』』    大江賢次∥著 

 

 「米百俵」といえば長岡藩の教育にかける精神を伝える話であるが、「一俵の米」は大江賢次が

１９２４年（大正１５年）「文芸道」に創作として初めて掲載された約４０枚の投稿作である。主

人公健吉は著者の分身であるが、尋常小学校を卒業し百姓になったところから物語は始まる。借

金のため上級学校に進めなかった無念さは、著者をして生涯にわたって熱く駆り立てることとな

った。 

 地主の横暴さから見える社会の矛盾、借金まみれの小作の卑屈さ、その苦しみとやり場のない 

怒りが若い健吉を苛立たせる。そのような時、父が中風でたおれた。学業を諦めて増産した一俵

の米はその喜びもつかの間、治療代に消えた。 

 著者は社会の底辺に生きる人間を描き、作家への夢をつないだ作品となった。 

 

    
    

◎◎◎◎特許情報相談会特許情報相談会特許情報相談会特許情報相談会    ４４４４月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（火火火火））））    午前午前午前午前 11110000 時時時時 30303030 分分分分～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

・ご相談は予約制となっておりますので、下記連絡先へご予約ください。 

また、当日でも空きの時間帯が有れば受け付けます。 

○連絡先／ （社）発明協会鳥取県支部  

TEL：0857-52-6728 FAX：0857-52-6673  Ｅ-mail:hatsu@toriton.or.jp 

予約状況等ホームページで http://www.toriton.or.jp/tokkyo/  

 

    



    
    

    

             

 

☆☆☆☆開館時間開館時間開館時間開館時間     午前１０時～午後６時 

☆☆☆☆休館日休館日休館日休館日  月曜日  月末（資料整理） ５月４日 

 年末年始（12 月29 日～１月３日）特別資料整理期間 

☆☆☆☆    貸出冊数貸出冊数貸出冊数貸出冊数 ひとり５冊まで   ・貸出期間貸出期間貸出期間貸出期間 ２週間

   米子市中町８番地    

ＴＥＬ ２２－２６１２   ＦＡＸ ２２－２６３７  

ホームページ http://www.yonago-toshokan.jp/ 

   米子市立図書館携帯サイト 

                 ホームページから本の検索・予約ができます。 

                 本についてのお問い合わせ（レファレンス） 

                 も受け付けています。 

                              

ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください!!!!    ゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィーク中中中中のののの    

祝日開館祝日開館祝日開館祝日開館・・・・閉館閉館閉館閉館日日日日!!!!    

 

◎◎◎◎開館日開館日開館日開館日    ４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（昭和昭和昭和昭和のののの日日日日））））・・・・５５５５月月月月３３３３日日日日（（（（憲法記念日憲法記念日憲法記念日憲法記念日））））    

       ５５５５月月月月６６６６日日日日（（（（振替休日振替休日振替休日振替休日））））    

※※※※閉館日閉館日閉館日閉館日    ５５５５月月月月４４４４日日日日（（（（みどりのみどりのみどりのみどりの日日日日））））・・・・５５５５月月月月５５５５日日日日（（（（こどものこどものこどものこどもの日日日日））））    

 


