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７月・８月は、１年で最も図書館が 

にぎわう時期です。 

    みんなのみんなのみんなのみんなの図書館図書館図書館図書館ですですですです。。。。マナーマナーマナーマナーをををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう！！！！    

特特特特にににに、、、、自転車自転車自転車自転車はははは、、、、前庭前庭前庭前庭にににに置置置置かないでくださいかないでくださいかないでくださいかないでください。。。。    図書館車図書館車図書館車図書館車のののの出入出入出入出入がががが出来出来出来出来ませんませんませんません。。。。必必必必ずずずず自転車置自転車置自転車置自転車置

きききき場場場場にににに置置置置いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    

☆☆☆☆本本本本はははは大切大切大切大切にににに、、、、返却期限返却期限返却期限返却期限をををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。    

☆☆☆☆本本本本のののの貸出貸出貸出貸出ししししをををを受受受受けようとするけようとするけようとするけようとする場合場合場合場合はははは、、、、必必必必ずずずず図書貸出利用証図書貸出利用証図書貸出利用証図書貸出利用証をををを提出提出提出提出してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

☆☆☆☆携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話はははは館内使用禁止館内使用禁止館内使用禁止館内使用禁止ですですですです。。。。着信音着信音着信音着信音もももも消消消消しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

☆☆☆☆おおおお車車車車でおでおでおでお越越越越しのしのしのしの方方方方はははは、、、、市役所有料駐車場市役所有料駐車場市役所有料駐車場市役所有料駐車場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。（。（。（。（駐車券駐車券駐車券駐車券ををををカウンターカウンターカウンターカウンターにににに提出提出提出提出してしてしてして

くださいくださいくださいください。。。。２２２２時間時間時間時間までまでまでまで無料無料無料無料のののの手続手続手続手続きをしますきをしますきをしますきをします。）。）。）。）    

☆☆☆☆館内館内館内館内でのでのでのでの飲食飲食飲食飲食はできませんはできませんはできませんはできません。。。。大会議室大会議室大会議室大会議室のみのみのみのみ飲飲飲飲みみみみ物可物可物可物可ですですですです。。。。空空空空きききき缶等缶等缶等缶等はごみはごみはごみはごみ箱箱箱箱にににに入入入入れてくださいれてくださいれてくださいれてください。。。。    

☆☆☆☆複写機複写機複写機複写機（（（（コピーコピーコピーコピー））））はははは２２２２階階階階ですですですです。。。。館内資料館内資料館内資料館内資料にににに限限限限りりりり、、、、著作権著作権著作権著作権のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで複写複写複写複写ができますができますができますができます。。。。    

☆☆☆☆大会議室大会議室大会議室大会議室でのでのでのでの席席席席とりはしないでくださいとりはしないでくださいとりはしないでくださいとりはしないでください。。。。座席座席座席座席はははは三人掛三人掛三人掛三人掛けでごけでごけでごけで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。。。。    

☆☆☆☆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でででで予約予約予約予約されたされたされたされた方方方方はははは、、、、１１１１階階階階でおでおでおでお待待待待ちくださいちくださいちくださいちください。。。。順番順番順番順番がががが来来来来てててて、、、、おおおお呼呼呼呼びしたびしたびしたびした時時時時にににに返事返事返事返事

がなければがなければがなければがなければ、、、、次次次次のののの方方方方をををを先先先先にしますにしますにしますにします。。。。    

☆☆☆☆公開端末公開端末公開端末公開端末のののの利用利用利用利用はははは、、、、一人一人一人一人３０３０３０３０分以内分以内分以内分以内のののの利用時間利用時間利用時間利用時間となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、ルールルールルールルールをををを守守守守ってってってって利用利用利用利用しましょしましょしましょしましょ

うううう。。。。    

    

※※※※一市民一市民一市民一市民のののの方方方方からからからから““““団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代””””にににに関関関関するするするする本本本本としてとしてとしてとして『『『『妻妻妻妻にににに捧捧捧捧げたげたげたげた１７７８１７７８１７７８１７７８話話話話』、『』、『』、『』、『生生生生きてきてきてきて

るだけでるだけでるだけでるだけで金金金金メダルメダルメダルメダル』』』』外外外外５０５０５０５０件件件件でででで１０１０１０１０万円相当万円相当万円相当万円相当のののの寄贈寄贈寄贈寄贈をををを、、、、またまたまたまた、、、、市内市内市内市内のののの遺族遺族遺族遺族のののの方方方方からからからから故人故人故人故人

のののの意志意志意志意志をををを汲汲汲汲んでんでんでんで『『『『野坂昭如野坂昭如野坂昭如野坂昭如』』』』さんのさんのさんのさんの著作本著作本著作本著作本をををを主主主主にににに１０１０１０１０万円相当万円相当万円相当万円相当のののの寄贈寄贈寄贈寄贈をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。    

 

県立米子白鳳高校県立米子白鳳高校県立米子白鳳高校県立米子白鳳高校のののの生徒生徒生徒生徒さんがさんがさんがさんが授業授業授業授業のののの中中中中でででで栽培栽培栽培栽培されされされされ

たたたた、、、、マリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドマリーゴールド〔〔〔〔８８８８プラプラプラプランターンターンターンター〕〕〕〕ととととペチュニアペチュニアペチュニアペチュニア〔〔〔〔８８８８

プランタープランタープランタープランター〕〕〕〕がががが図書館前図書館前図書館前図書館前をををを飾飾飾飾っていますっていますっていますっています。。。。    

今今今今はははは、、、、マリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドマリーゴールドがががが花花花花をつけておりをつけておりをつけておりをつけており、、、、これからこれからこれからこれからペペペペ

チュニアチュニアチュニアチュニアもももも花花花花をつけるをつけるをつけるをつける予定予定予定予定ですですですです。。。。今後今後今後今後ともともともとも米子白鳳高米子白鳳高米子白鳳高米子白鳳高

校校校校のごのごのごのご協力協力協力協力をををを得得得得てててて図書館前図書館前図書館前図書館前をををを花花花花でででで飾飾飾飾りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    



 

当館当館当館当館ではではではでは、、、、昨年昨年昨年昨年にににに引続引続引続引続きききき平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月からからからから２２２２かかかか月間本月間本月間本月間本のののの

返却返却返却返却・・・・整列整列整列整列、、、、本本本本のののの製本製本製本製本・・・・修理修理修理修理、、、、美化活動等美化活動等美化活動等美化活動等をををを行行行行っていただっていただっていただっていただ

くくくく図書館図書館図書館図書館ボランティアボランティアボランティアボランティアをををを募集募集募集募集したところしたところしたところしたところ、、、、昨年昨年昨年昨年からからからから継続継続継続継続のののの

個人個人個人個人のののの方方方方１３１３１３１３名名名名、、、、団体団体団体団体のののの方方方方２２２２団体団体団体団体（「（「（「（「ほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんかほしのぎんか」」」」さんさんさんさん、、、、

「「「「火曜火曜火曜火曜のののの会会会会」」」」さんさんさんさん）、）、）、）、新規新規新規新規のののの個人個人個人個人のののの方方方方１２１２１２１２名名名名のたくさんののたくさんののたくさんののたくさんの

方方方方にごにごにごにご応募応募応募応募いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。    

昨年昨年昨年昨年からからからから引続引続引続引続いていていていて活動活動活動活動されているされているされているされている方方方方はははは年度当初年度当初年度当初年度当初からからからから、、、、新規新規新規新規

にににに応募応募応募応募いただいたいただいたいただいたいただいた方方方方にはにはにはには、、、、説明会説明会説明会説明会をををを実施後実施後実施後実施後、、、、随時図書館随時図書館随時図書館随時図書館ボボボボ

ランティアランティアランティアランティアとしてとしてとしてとして活動活動活動活動をををを行行行行っていただいていますっていただいていますっていただいていますっていただいています。。。。    
ボランティアボランティアボランティアボランティア：：：：本本本本のののの修理修理修理修理・・・・製本製本製本製本    

時時時時にはにはにはには貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見・・・・ごごごご提言提言提言提言をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、当館当館当館当館にとってはたいへんありがたくにとってはたいへんありがたくにとってはたいへんありがたくにとってはたいへんありがたく、、、、ともにともにともにともに図書館図書館図書館図書館をををを

よくすべくよくすべくよくすべくよくすべく継続的継続的継続的継続的なななな活動活動活動活動をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

〔〔〔〔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                                    〔〔〔〔８８８８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                        １１１１    ２２２２    

             おはなしおはなしおはなしおはなし        読書読書読書読書・・・・伯耆伯耆伯耆伯耆                読書読書読書読書     

６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    

    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        美術講演美術講演美術講演美術講演        休館休館休館休館    食育食育食育食育     おおおお話話話話         

１３１３１３１３    １４１４１４１４    １５１５１５１５    １６１６１６１６    １７１７１７１７    １８１８１８１８    19191919    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    

    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    おはなしおはなしおはなしおはなし 古文古文古文古文・・・・職業職業職業職業     休館休館休館休館                  

２０２０２０２０    ２１２１２１２１    ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２４２４２４２４    ２５２５２５２５    ２６２６２６２６    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    

    休館日休館日休館日休館日    特許情報特許情報特許情報特許情報  おはなしおはなしおはなしおはなし        知的財産知的財産知的財産知的財産     休館休館休館休館         おおおお話話話話    おおおお話話話話     

２７２７２７２７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１            24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    

    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    特情特情特情特情  おおおお話話話話        古文古文古文古文    

31313131    ※ 7/12  美術館連携講演会 講師『葉 祥明 氏』  

  7/19 職業生活設計セミナー  7/26 知的財産セミナー 

 

休館休館休館休館 

※ 8/5   食育セミナー 

8/24 知的財産セミナー 

 

    
区     分  利用内容等  利用の可否  

５日  土曜日  伯耆文化研究会  午後使用不可  

１２日  土曜日  市美術館文化講演会  午後使用不可  

１９日  土曜日  生活設計セミナー・古文書  終日使用不可  

２３日  水曜日  学校図書館教育研修会  午後使用不可  

２６日  土曜日  知的財産セミナー  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。  

 

※８月２日（土）の駐車場について 

  当日は、「がいな祭」開催のため、市役所有料駐車場は、利

用できません。 

  ご来館の際は、公共交通機関をご利用ください。 



 

図書館行図書館行図書館行図書館行事等事等事等事等    
    

◎◎◎◎つつじつつじつつじつつじ読書会読書会読書会読書会   ７月５日（土） 午後２時から  特設文庫室 

  菊池秀明 著 （講談社）「中国の歴史（10）ラストエンペラーと近代中国」〔後半〕 

    

◎◎◎◎伯耆文化研究会伯耆文化研究会伯耆文化研究会伯耆文化研究会  ７月５日（土） 午後 1 時 30 分から  大会議室 

発表：「「「「米子市報米子市報米子市報米子市報」」」」のののの伝伝伝伝えるものえるものえるものえるもの                上上上上    灘灘灘灘    順順順順    子子子子    氏氏氏氏 

   「「「「宛口米宛口米宛口米宛口米についてについてについてについて」」」」                            近近近近    藤藤藤藤        滋滋滋滋        氏氏氏氏    

研究発表はどなたでも聞くことができます。会員になられますと、例会のご案内とともに、機関

誌『伯耆文化研究』（年１回発行）をお送りいたします。 

 

◎◎◎◎古文書研究会古文書研究会古文書研究会古文書研究会    ７月１９日（土） 午後 1 時 30 分から  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』（』（』（』（第第第第３３３３回回回回））））  

講師： 中  宏 氏   テキスト代：１００円 

誰でも自由に参加することができます。テキストは当日お渡しします。初めての方でも楽しく古

文書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））））    

・・・・７７７７月月月月３３３３日日日日、、、、１０１０１０１０日日日日、、、、１７１７１７１７日日日日、、、、２４２４２４２４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〔〔〔〔毎月第三金曜毎月第三金曜毎月第三金曜毎月第三金曜〕〕〕〕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））））    

・・・・７７７７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。 

 

『『『『新世界新世界新世界新世界よりよりよりより（（（（上上上上・・・・下下下下）』）』）』）』    貴志祐介貴志祐介貴志祐介貴志祐介    著著著著    〔〔〔〔講談社講談社講談社講談社／／／／刊刊刊刊〕〕〕〕    

        

    このこのこのこの物語物語物語物語はははは、、、、未来未来未来未来のののの日本日本日本日本がががが舞台舞台舞台舞台ですですですです。。。。    

    最初最初最初最初はははは、、、、主人公主人公主人公主人公のののの早季早季早季早季をををを    取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく世界世界世界世界がががが淡淡淡淡淡淡淡淡とととと描描描描かかかかれていますれていますれていますれています。。。。しかししかししかししかし、、、、早季早季早季早季がががが「「「「ミミミミ

ノシロモドキノシロモドキノシロモドキノシロモドキ」」」」からからからから隠隠隠隠されていたされていたされていたされていた歴史歴史歴史歴史をををを教教教教わったわったわったわった時時時時、、、、平和平和平和平和なななな子供時代子供時代子供時代子供時代はははは終終終終わりをわりをわりをわりを告告告告げげげげ、、、、

物語物語物語物語はははは激激激激しいしいしいしい流流流流れでれでれでれで進進進進みますみますみますみます。。。。超能力超能力超能力超能力、、、、異質異質異質異質なななな者者者者とのとのとのとの戦戦戦戦いいいい、、、、人人人人のののの心心心心のののの奥底奥底奥底奥底などなどなどなど様様様様々々々々なななな要要要要

素素素素をををを含含含含みみみみ、、、、スピードスピードスピードスピードをををを上上上上げてげてげてげて終盤終盤終盤終盤をををを迎迎迎迎えますえますえますえます。。。。    

    読読読読みみみみ終終終終えてえてえてえて、、、、面白面白面白面白かったかったかったかった、、、、怖怖怖怖かったというかったというかったというかったという思思思思いといといといと共共共共にににに、、、、子供達子供達子供達子供達のののの未来未来未来未来のののの為為為為にににに、、、、今今今今、、、、私私私私

達達達達はどうしたらはどうしたらはどうしたらはどうしたら良良良良いのかといのかといのかといのかと考考考考えさせられたえさせられたえさせられたえさせられた一冊一冊一冊一冊（（（（二冊二冊二冊二冊））））でしたでしたでしたでした。。。。    

 



    

【【【【新規新規新規新規】】】】◎◎◎◎生活設計生活設計生活設計生活設計セミナーセミナーセミナーセミナー    ７７７７月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１２１２１２１２時時時時    大会議室大会議室大会議室大会議室    

『『『『実体験実体験実体験実体験にににに基基基基づいたづいたづいたづいた自立自営自立自営自立自営自立自営についてについてについてについて』』』』        講師講師講師講師    立原立原立原立原    悟悟悟悟    氏氏氏氏    

○お申込み・お問合せ先／ 鳥取県高齢・障害者雇用促進協会 

    ＴＥＬ：0857－32－8260   ＦＡＸ：0857－27－6975 

    ホームページ  http://www.tottori-koyou.or.jp 

◎◎◎◎特許等相談会特許等相談会特許等相談会特許等相談会                ７７７７月月月月１５１５１５１５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    

◎◎◎◎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            ７７７７月月月月２２２２2222 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    

 ・・・・ごごごご相談相談相談相談はははは予約制予約制予約制予約制となっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますので、、、、下記連絡先下記連絡先下記連絡先下記連絡先へごへごへごへご予約予約予約予約くださいくださいくださいください。。。。    

        またまたまたまた、、、、当日当日当日当日でもでもでもでも空空空空きのきのきのきの時間帯時間帯時間帯時間帯がががが有有有有ればればればれば受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます。。。。    

   ○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/  

◎◎◎◎知的財産知的財産知的財産知的財産セミナーセミナーセミナーセミナー        ７７７７月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時    大会議室大会議室大会議室大会議室    定員定員定員定員５０５０５０５０名名名名    

   ○お申込み・お問合せ先／ 県産業振興戦略総室産業開発チーム 

    ＴＥＬ：０８５７－２６－７２４４  ＦＡＸ：０８５７－２１－０６０９ 

    Ｅ-mail:sangyoushinkou@pref.tottori.jp 

 

     ・・・・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】】】】    

  ・・・・７７７７月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））    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』』』』    ※※※※要要要要：：：：入場整理券入場整理券入場整理券入場整理券    

   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    

 

      
 

 ☆開館時間  午前１０時～午後６時 

    【６月から９月までの間】 

     ・金曜日 … 午前１０時～午後午後午後午後８８８８時時時時 

☆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   ひとり５冊まで   ・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/ 


