
    

                                                    ＨＨＨＨ２０２０２０２０．．．．６６６６月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２０２０２０２０４４４４    

    

        ６６６６月月月月からからからから９９９９月月月月までのまでのまでのまでの金曜日金曜日金曜日金曜日はははは、、、、開館時間開館時間開館時間開館時間をををを２２２２時間延長時間延長時間延長時間延長しますしますしますします。。。。    

    ◎◎◎◎    開館時間開館時間開館時間開館時間        午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後８８８８時時時時    

    ◎◎◎◎    視聴覚視聴覚視聴覚視聴覚コーナーコーナーコーナーコーナー・・・・公開端末公開端末公開端末公開端末のののの利用時間利用時間利用時間利用時間    …………    午後午後午後午後７７７７時時時時３０３０３０３０分分分分までまでまでまで    

            ☆☆☆☆週末週末週末週末はごゆっくりはごゆっくりはごゆっくりはごゆっくり図書館図書館図書館図書館をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。    

    

米子市米子市米子市米子市ではではではでは県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの委任委任委任委任によりによりによりにより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にににに教科書教科書教科書教科書センターセンターセンターセンターをををを設置設置設置設置しししし、、、、教員及教員及教員及教員及びそびそびそびそ

のののの他他他他のののの採択関係者並採択関係者並採択関係者並採択関係者並びにびにびにびに一般県民一般県民一般県民一般県民のためにのためにのためにのために、、、、教科書見本及教科書見本及教科書見本及教科書見本及びびびび教科用教科用教科用教科用のののの参考図書等参考図書等参考図書等参考図書等をををを備備備備えてえてえてえて、、、、常常常常

時時時時、、、、教科書及教科書及教科書及教科書及びびびび教科教科教科教科のののの研究研究研究研究ができるようになっていますができるようになっていますができるようになっていますができるようになっています。。。。    

このたびこのたびこのたびこのたび、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度教科書展示会年度教科書展示会年度教科書展示会年度教科書展示会をををを当館当館当館当館２２２２階階階階のののの展示場展示場展示場展示場でででで６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））からからからから７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日

（（（（木木木木））））までまでまでまで開催開催開催開催しますしますしますします。。。。なおなおなおなお、、、、当該図書当該図書当該図書当該図書のののの貸出貸出貸出貸出はははは、、、、７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））からとなりますからとなりますからとなりますからとなります。。。。    

    

        米子市美術館開館米子市美術館開館米子市美術館開館米子市美術館開館２５２５２５２５周年記念周年記念周年記念周年記念・・・・平成平成平成平成２０２０２０２０年度特別展年度特別展年度特別展年度特別展としてとしてとしてとして『『『『葉葉葉葉    祥明祥明祥明祥明』』』』展展展展がががが７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））

～～～～８８８８月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（日日日日））））にににに開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。    

    【【【【美術館主催事業美術館主催事業美術館主催事業美術館主催事業・・・・当館連携当館連携当館連携当館連携】】】】        

    ☆☆☆☆葉葉葉葉    祥明記念講演会祥明記念講演会祥明記念講演会祥明記念講演会「「「「葉葉葉葉    祥明祥明祥明祥明とととと絵絵絵絵のののの世界世界世界世界」」」」        日時日時日時日時    ７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））        

    場所場所場所場所    米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室    ※要：入場整理券／往復はがきで美術館申込（6/30 締切） 

【【【【当館当館当館当館主催主催主催主催事業事業事業事業】】】】    

    ☆☆☆☆    絵本作家絵本作家絵本作家絵本作家    『『『『葉葉葉葉    祥明祥明祥明祥明』』』』コーナーコーナーコーナーコーナーのののの設置設置設置設置〔〔〔〔７７７７月月月月・・・・８８８８月月月月〕〕〕〕    

        当館当館当館当館がががが所蔵所蔵所蔵所蔵するするするする““““葉祥明葉祥明葉祥明葉祥明””””著作著作著作著作のののの絵本等約絵本等約絵本等約絵本等約１００１００１００１００冊冊冊冊ををををコーナーコーナーコーナーコーナー展示展示展示展示    

        

    ☆☆☆☆日時日時日時日時    平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年６６６６月月月月６６６６日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後１１１１時時時時～～～～    場所場所場所場所    米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室米子市立図書館大会議室    



    

    

◎◎◎◎就農相談会就農相談会就農相談会就農相談会        ６６６６月月月月１１１１日日日日（（（（日日日日））））    午前午前午前午前 10101010 時時時時～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

    ・県内で新たに農業を始めてみようと考えている方、農業に興味のある方を対象にし

ての就農相談会です。相談会では、就農までのステップや農業を始めるにあたって

のアドバイスも行っています。 

 ・相談は無料ですので、お気軽にお越しください。  

 ・一度に多数の来場者があった場合、お待ちいただくこともありますので、出来るだ

け事前のお申込みをお願いします。（下記への電話・ＦＡＸ・メール等） 

【【【【おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先・・・・相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口】】】】    

    （（（（財財財財））））鳥取県農業担鳥取県農業担鳥取県農業担鳥取県農業担いいいい手育成基金手育成基金手育成基金手育成基金（（（（担当担当担当担当：：：：吉田吉田吉田吉田））））    〔〔〔〔県農林水産部経営支援課内県農林水産部経営支援課内県農林水産部経営支援課内県農林水産部経営支援課内〕〕〕〕    

         電話 0857-26-7276 ＦＡＸ 0857-26-7294  

電子メール kikin@apionet.or.jp 

   ホームページアドレス http:www.apionet.or.jp/nogyo-kikin/ 

◎◎◎◎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    ６６６６月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））午前午前午前午前 10101010 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    

    インターネットの特許電子図書館を使って、特許・実用新案・意匠・商標の調査アドバ

イスのほか、特許情報に関するもろもろの相談に応じます。（秘密厳守・無料） 

※※※※連絡先連絡先連絡先連絡先／／／／    （（（（社社社社））））発明協会鳥取県支部発明協会鳥取県支部発明協会鳥取県支部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/  

    

    

〔〔〔〔６６６６月月月月〕〕〕〕 ※※※※    金曜日午後金曜日午後金曜日午後金曜日午後8888 時時時時までまでまでまで延長延長延長延長                                            〔〔〔〔７７７７月月月月〕〕〕〕※※※※    金曜日午後金曜日午後金曜日午後金曜日午後8888 時時時時までまでまでまで延長延長延長延長    

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    ６６６６    ７７７７            １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    

就農就農就農就農    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    ディスカバーディスカバーディスカバーディスカバー    読書読書読書読書会会会会           おおおお話話話話     読読読読・・・・伯伯伯伯    

８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    １３１３１３１３    １１１１４４４４    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    

    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      おおおお話話話話     美術美術美術美術    

１１１１５５５５    １１１１６６６６    １１１１７７７７    １１１１８８８８    １１１１９９９９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    

    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    古古古古・・・・消消消消    

２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２２２２４４４４    ２２２２５５５５    ２２２２６６６６    ２２２２７７７７    ２２２２８８８８    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    

    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    特情特情特情特情     おおおお話話話話     知的知的知的知的    

２２２２９９９９    ３０３０３０３０                        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                            休館休館休館休館      休館休館休館休館         

※ ６/６   県立図書館『ティスカバー図書館in よなご』 

 ６/2４  特許情報相談会 

 

※7/12 美術館連携講演会  講師『葉 祥明』 

 7/26 知的財産初級セミナー 

 ※※※※    金曜日午後金曜日午後金曜日午後金曜日午後8888 時時時時までまでまでまで延長延長延長延長    

 

 

 

区   分 利 用 内 容 等 利用の可否 

５日 木曜日 学校図書職員研修 午後使用不可 

６日 金曜日 ディカバー図書館in よなご 終日使用不可 



１３日 金曜日 米子市展表彰式 午前使用不可 

２８日 土曜日 古文書研究会 午後使用不可 

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６６６６月例会月例会月例会月例会   ６６６６月月月月７７７７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（（（（10101010））））ラストエンペラーラストエンペラーラストエンペラーラストエンペラーとととと近代中国近代中国近代中国近代中国」〔」〔」〔」〔前半前半前半前半〕〕〕〕    〔〔〔〔菊池秀明著菊池秀明著菊池秀明著菊池秀明著／／／／    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     ６６６６月月月月２２２２８８８８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    

    鷲見家短冊鷲見家短冊鷲見家短冊鷲見家短冊をををを読読読読むむむむ    『『『『庭庭庭庭のののの三十六景三十六景三十六景三十六景』』』』    〔〔〔〔後半後半後半後半〕〕〕〕    

 講師講師講師講師：：：：    中中中中        宏宏宏宏    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））））    

・・・・６６６６月月月月５５５５日日日日、、、、１２１２１２１２日日日日、、、、１１１１９９９９日日日日、、、、２２２２６６６６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））））    

・・・・６６６６月月月月２０２０２０２０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        親子親子親子親子読書読書読書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。 

◎◎◎◎伯耆文化伯耆文化伯耆文化伯耆文化研究会研究会研究会研究会      ７７７７月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））午午午午後後後後 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    

・・・・発表者発表者発表者発表者        近藤近藤近藤近藤    滋滋滋滋さんさんさんさん・・・・上灘順子上灘順子上灘順子上灘順子さんさんさんさん    

 

  『『『『    一一一一    瞬瞬瞬瞬    でででで    いいいい    いいいい    』』』』  唯 川  恵 ∥ 著 

十代の頃、一人の親友の死を境に、人生が一変した三人の人生を描く物語。 

たった一度の出来事が、その後の人生にどれだけ多大な影響を残すのか。 

後悔、悲しみを抱えながらも、それぞれが懸命に生きていく姿が共感でき

る一冊です。 

 



「あの時、こうすればよかった」と後悔したことを、人は、何度感じた時があるでしょうか。

それは、自分の人生の教訓にもなりますが、できればそんな体験をしない為にも、一瞬一瞬を

大切に過ごしたいと思う今日この頃です。 

    
    

順位順位順位順位    資資資資            料料料料            名名名名    著著著著    者者者者    名名名名    出出出出    版版版版    社社社社    

１１１１        東京東京東京東京タワータワータワータワー    リリーリリーリリーリリー    フランキーフランキーフランキーフランキー    扶扶扶扶    桑桑桑桑    社社社社    

２２２２    名名名名もなきもなきもなきもなき毒毒毒毒    宮宮宮宮    部部部部    みみみみ    ゆゆゆゆ    きききき    幻幻幻幻    冬冬冬冬    舎舎舎舎    

３３３３        赤赤赤赤    いいいい    指指指指        東東東東    野野野野    圭圭圭圭    吾吾吾吾    講講講講    談談談談    社社社社    

４４４４        容疑者容疑者容疑者容疑者ＸＸＸＸのののの献身献身献身献身        東東東東    野野野野    圭圭圭圭    吾吾吾吾    文文文文    藝藝藝藝    春春春春    秋秋秋秋    

５５５５        赤朽葉赤朽葉赤朽葉赤朽葉家家家家のののの伝説伝説伝説伝説        桜桜桜桜    庭庭庭庭    一一一一    樹樹樹樹    東東東東    京京京京    創創創創    元元元元    社社社社    

６６６６        使命使命使命使命とととと魂魂魂魂ののののリミットリミットリミットリミット        東東東東    野野野野    圭圭圭圭    吾吾吾吾    新新新新    潮潮潮潮    社社社社    

７７７７        手手手手        紙紙紙紙        東東東東    野野野野    圭圭圭圭    吾吾吾吾    毎毎毎毎    日日日日    新新新新    聞聞聞聞    社社社社    

〃〃〃〃        誰誰誰誰        かかかか        宮宮宮宮    部部部部    みみみみ    ゆゆゆゆ    きききき    実業之日本社実業之日本社実業之日本社実業之日本社    

９９９９    私私私私    のののの    男男男男    桜桜桜桜    庭庭庭庭    一一一一    樹樹樹樹    文文文文    藝藝藝藝    春春春春    秋秋秋秋    

１０１０１０１０    中原中原中原中原のののの虹虹虹虹        第第第第１１１１巻巻巻巻        浅浅浅浅    田田田田    次次次次    郎郎郎郎    講講講講    談談談談    社社社社    

 

 この度、伯耆文化研究会では会長の坂田友宏著坂田友宏著坂田友宏著坂田友宏著（米子高専名誉教授・新鳥取県史

編さん委員）『『『『とっとりとっとりとっとりとっとり民俗文化論民俗文化論民俗文化論民俗文化論』』』』を発行しました。 

 Ａ５判・約360 ページ、定価２５００円（税込） 

 ご希望の方は、事務局（図書館内・２２－２６１２）までお問合せください。 

                

 
 

☆☆☆☆開館時間開館時間開館時間開館時間     午前１０時～午後６時 

    ６６６６月月月月～～～～９９９９月月月月のののの金曜日金曜日金曜日金曜日    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後８８８８時時時時までまでまでまで（（（（２２２２時間延長時間延長時間延長時間延長））））    

    

☆☆☆☆休館日休館日休館日休館日  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。 


