
    

                                                    ＨＨＨＨ２２２２１１１１．．．．４４４４月月月月    

                                                        Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．２１２１２１２１４４４４    

 

米子市立図書館・米子市児童文化センター共催事業 

 

    

日時日時日時日時    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（日日日日））））    午前午前午前午前：：：：講演会講演会講演会講演会        午後午後午後午後：：：：絵本絵本絵本絵本づくりづくりづくりづくり    

会会会会場場場場    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    ２２２２階大会議室階大会議室階大会議室階大会議室    

    

◆ お問い合わせ・お申し込み    

米子市立図書館 ２２－２６１２  米子市児童文化センター ３４－５４５５ 

☆☆☆☆    午後午後午後午後のののの部部部部            絵本絵本絵本絵本をををを作作作作ろうろうろうろう！！！！        ２２２２：：：：００００００００    ～～～～    ３３３３：：：：３０３０３０３０    

野坂勇作先生直々に絵本づくりを教わろう！ 

また、先生の素敵な絵本ライブも聴けますよ。（なお、会の終了後、お手持ちの野坂

勇作先生の本を持参された方には、先生からサインがいただけます。） 

※ 申込必要・無料  定員６０名 〔対象：子どもと保護者〕 

◎ 参加者持参する物：色えんぴつ、クーピーペンシル、水性フェルトペン（いず

れかを１２色くらい）と消しゴム  ★保護者同伴でご参加ください。 

☆☆☆☆    午前午前午前午前のののの部部部部            講講講講    演演演演    会会会会        １０１０１０１０：：：：３０３０３０３０    ～～～～    １２１２１２１２：：：：００００００００    

演題演題演題演題『『『『子子子子どものどものどものどもの観察力観察力観察力観察力とととと探究心探究心探究心探究心』』』』    

科学絵本をはじめ多数の作品を発表しておられる作家としての視点から、子どもの科学的思考の芽

生えと、心の関係について、大人としてどう関わったらいいかを語っていただきます。 

 

※ 参加自由・無料 〔対象：大人〕 



    

〔〔〔〔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                        １１１１    ２２２２    

    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              

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

漢漢漢漢    文文文文    休館日            おはなしおはなしおはなしおはなし                休館   おおおお話話話話     読書読書読書読書    

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

    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    おおおお話話話話・・・・職職職職        漢文漢文漢文漢文    休館 特許特許特許特許     おおおお話話話話    おおおお話話話話    伯耆伯耆伯耆伯耆    

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

    休館日   おおおお話話話話・・・・職職職職        古文書古文書古文書古文書        休館      おおおお話話話話     職業職業職業職業    

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

講演会講演会講演会講演会    休館日 特許特許特許特許情報情報情報情報 祝日 休館日   

 

    休館 特特特特情情情情  おおおお話話話話  古文古文古文古文 

31313131    ※ 26 日 … 絵本作家 野坂勇作さん 講演会と絵本づくり  

※ 17・23 日 … 職業生活設計セミナー     
休館 

23 日 … 職業生活設計セミナー 

 

 

区    分 利 用 内 容 等 利用等の可否 

１０日 金曜日 市長選挙受付リハーサル 午後３時以降不可 

１２日 日曜日 市長選挙受付 終 日 不 可 

１７日 金曜日 職業生活設計セミナー 午 後 不 可 

２３日 木曜日 職業生活設計セミナー 午 後 不 可 

２５日 土曜日 古文書研究会 午 後 不 可 

２６日 日曜日 野坂勇作さん講演会・絵本づくり 終 日 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月月月月４４４４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    

・・・・『『『『ローマローマローマローマ亡亡亡亡きききき後後後後のののの地中海世界地中海世界地中海世界地中海世界    上上上上    』』』』（（（（後半後半後半後半））））    塩野七生塩野七生塩野七生塩野七生    著著著著／／／／    新潮社新潮社新潮社新潮社／／／／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））））    

◎◎◎◎楽楽楽楽しくしくしくしく漢文漢文漢文漢文にににに学学学学ぶぶぶぶ会会会会   ４４４４月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日））））    午後午後午後午後１１１１時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

・・・・テキストテキストテキストテキスト    『『『『論語新釈論語新釈論語新釈論語新釈』』』』    宇野哲人宇野哲人宇野哲人宇野哲人    著著著著／／／／    講談社学術文庫講談社学術文庫講談社学術文庫講談社学術文庫／／／／刊刊刊刊    

☆☆☆☆    テキストテキストテキストテキスト〔〔〔〔1,3501,3501,3501,350 円円円円〕〕〕〕はははは参加者各自参加者各自参加者各自参加者各自でででで書店書店書店書店等等等等でででで購入購入購入購入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

※※※※参加参加参加参加ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは、、、、申込用紙申込用紙申込用紙申込用紙にににに必要事項必要事項必要事項必要事項をごをごをごをご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、図書館図書館図書館図書館にににに申申申申しししし込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。    

（（（（参加無料参加無料参加無料参加無料））））        【【【【平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度からのからのからのからの新規事業新規事業新規事業新規事業】】】】    

◎◎◎◎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２２２２５５５５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    

    『『『『家老日記家老日記家老日記家老日記からからからから農村支配農村支配農村支配農村支配のしくみをのしくみをのしくみをのしくみを読読読読むむむむ』（』（』（』（第第第第５５５５回回回回））））    

安政安政安政安政５５５５年年年年    鳥取藩鳥取藩鳥取藩鳥取藩はははは藩政藩政藩政藩政のののの大改革大改革大改革大改革をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。農村支配農村支配農村支配農村支配のしくみものしくみものしくみものしくみも大大大大きくきくきくきく変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。家老日記家老日記家老日記家老日記からからからから、、、、

そのそのそのその改革改革改革改革のののの様子様子様子様子をををを読読読読みますみますみますみます。。。。    



 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ししまししまししますすすす。。。。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にふにふにふ

れることができますれることができますれることができます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２２２２日日日日、、、、９９９９日日日日、、、、１１１１６６６６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１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））            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。 

 

    

    とととと    きききき        ４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木ようびようびようびようび））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時４０４０４０４０分分分分～～～～    

ところところところところ        図書館図書館図書館図書館    １１１１階親子読書階親子読書階親子読書階親子読書コーナーコーナーコーナーコーナー    

        絵本絵本絵本絵本やややや読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ・・・・紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居・・・・手遊手遊手遊手遊びびびび・・・・ブラックライトパネルシアターブラックライトパネルシアターブラックライトパネルシアターブラックライトパネルシアターなどなどなどなど。。。。    

        楽楽楽楽しいよしいよしいよしいよ♪♪♪♪どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも参加自由参加自由参加自由参加自由！！！！    

※ ４４４４月月月月２１２１２１２１日日日日からからからから５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日までまでまでまで館内館内館内館内にてにてにてにて    

        パネルパネルパネルパネル『『『『““““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』』』』    『『『『市立図書館市立図書館市立図書館市立図書館のののの子子子子どもどもどもども読書活動読書活動読書活動読書活動』』』』    

        『『『『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』』』』をををを展示展示展示展示しますしますしますします。。。。    

    

◎◎◎◎特許特許特許特許等等等等相談会相談会相談会相談会        ４４４４月月月月１１１１４４４４日日日日（（（（火火火火））））午後午後午後午後 1111 時時時時 30303030 分分分分～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時３０３０３０３０分分分分    特設文庫室特設文庫室特設文庫室特設文庫室    

    ・・・・他社他社他社他社とのとのとのとの差別化差別化差別化差別化をををを図図図図りりりり、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネスをををを有利有利有利有利にににに導導導導くくくく知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権（（（（特許権特許権特許権特許権、、、、実用新案権実用新案権実用新案権実用新案権、、、、意匠権意匠権意匠権意匠権、、、、商標権商標権商標権商標権））））をををを

得得得得るためのるためのるためのるための制度制度制度制度、、、、費用費用費用費用、、、、手順手順手順手順などについてなどについてなどについてなどについて、、、、弁理士弁理士弁理士弁理士がががが無料無料無料無料でででで説明説明説明説明、、、、助言助言助言助言、、、、指導指導指導指導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

◎◎◎◎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２２２２８８８８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    

 ・・・・インターネットインターネットインターネットインターネットのののの特許電子図書館特許電子図書館特許電子図書館特許電子図書館をををを使使使使ってってってって、、、、特許特許特許特許・・・・実用新案実用新案実用新案実用新案・・・・意匠意匠意匠意匠・・・・商標商標商標商標のののの調査調査調査調査アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスのほかのほかのほかのほか、、、、特特特特

許情報許情報許情報許情報にににに関関関関するもろもろのするもろもろのするもろもろのするもろもろの相談相談相談相談にににに特許情報活用支援特許情報活用支援特許情報活用支援特許情報活用支援アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーがががが応応応応じますじますじますじます。。。。    

 ※※※※両両両両相談会相談会相談会相談会ともともともとも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。。。。    

  ○○○○おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先／／／／    ☆☆☆☆（（（（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        

TELTELTELTEL：：：：0857085708570857----52525252----6728672867286728        ／／／／        電子電子電子電子メールメールメールメール：：：：hatsu@toritonhatsu@toritonhatsu@toritonhatsu@toriton.or.jp.or.jp.or.jp.or.jp    

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

                                ☆☆☆☆    鳥取県庁産業開発鳥取県庁産業開発鳥取県庁産業開発鳥取県庁産業開発チームチームチームチーム    

TELTELTELTEL：：：：0857085708570857----26262626----7244724472447244        ／／／／        電子電子電子電子メールメールメールメール：：：：sangyoushinkou@pref.tottori.sangyoushinkou@pref.tottori.sangyoushinkou@pref.tottori.sangyoushinkou@pref.tottori.jpjpjpjp    

予約状況等予約状況等予約状況等予約状況等ホームページホームページホームページホームページでででで    http:/http:/http:/http://www.pref.tottori.lg.jp/chizai/www.pref.tottori.lg.jp/chizai/www.pref.tottori.lg.jp/chizai/www.pref.tottori.lg.jp/chizai    

◇ 職業生活設計職業生活設計職業生活設計職業生活設計セミナーセミナーセミナーセミナー            

◎◎◎◎４４４４月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））    午後午後午後午後 1111 時時時時～～～～午後午後午後午後２２２２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    

・・・・テーマテーマテーマテーマ    『『『『シルバーシルバーシルバーシルバー人材人材人材人材センターセンターセンターセンターについてについてについてについて』』』』    講師講師講師講師：：：：米子広域米子広域米子広域米子広域シルバーシルバーシルバーシルバー人材人材人材人材センターセンターセンターセンター        吉田浩一吉田浩一吉田浩一吉田浩一    氏氏氏氏    



◎◎◎◎４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（木木木木））））    午後午後午後午後 1111 時時時時～～～～午後午後午後午後２２２２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    

・・・・テーマテーマテーマテーマ    『『『『公的年金公的年金公的年金公的年金とととと医療保険医療保険医療保険医療保険』』』』    講師講師講師講師：：：：社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士        安酸早苗安酸早苗安酸早苗安酸早苗    氏氏氏氏    

    ※※※※おおおお申込申込申込申込みみみみ・・・・おおおお問合問合問合問合わせわせわせわせ先先先先／／／／    県高齢県高齢県高齢県高齢・・・・障害者雇用促進協会障害者雇用促進協会障害者雇用促進協会障害者雇用促進協会    

                電話電話電話電話    0857085708570857----32323232----8260826082608260        ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ    0857085708570857----27272727----6975697569756975    

    
４４４４月月月月はははは入学入学入学入学・・・・転勤等転勤等転勤等転勤等でのでのでのでの引越引越引越引越しのしのしのしのシーズンシーズンシーズンシーズンですですですです。。。。住所変更等住所変更等住所変更等住所変更等のののの届出届出届出届出はおはおはおはお済済済済みでしょうかみでしょうかみでしょうかみでしょうか。。。。    

このこのこのこの季節季節季節季節になるとになるとになるとになると、、、、予約本予約本予約本予約本ややややリクエストリクエストリクエストリクエストのののの用意用意用意用意ができたができたができたができた際際際際にににに、、、、連絡連絡連絡連絡のののの取取取取れないれないれないれない場合場合場合場合があがあがあがあ

りりりり、、、、大変困大変困大変困大変困っていますっていますっていますっています。。。。住所住所住所住所やややや電話番号電話番号電話番号電話番号、、、、特特特特にににに携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話・・・・ＥＥＥＥメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスをををを変更変更変更変更されたされたされたされた

方方方方はははは、、、、必必必必ずずずずカウンターカウンターカウンターカウンターまでおまでおまでおまでお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。    

 

図書館図書館図書館図書館ではではではでは、、、、本本本本のののの返却返却返却返却、、、、配列直配列直配列直配列直しししし、、、、本本本本のののの修理等修理等修理等修理等のののの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ていますしていますしていますしています。。。。    

【【【【図書館図書館図書館図書館のののの活動活動活動活動にににに関心関心関心関心がありがありがありがあり、、、、年間年間年間年間をををを通通通通じてじてじてじて継続的継続的継続的継続的なななな活動活動活動活動がががが可能可能可能可能なななな方方方方】】】】    

現在約現在約現在約現在約２０２０２０２０名名名名のののの個人個人個人個人ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方にににに活動活動活動活動いただいていますいただいていますいただいていますいただいています。。。。    

ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方はははは、、、、図書館図書館図書館図書館までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください！！！！     

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～４４４４月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（木木木木））））

のののの間間間間、、、、大会議室大会議室大会議室大会議室のののの３３３３分分分分のののの１１１１程度程度程度程度をををを使用使用使用使用してしてしてして学校支学校支学校支学校支

援援援援のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、米子市内米子市内米子市内米子市内のののの小学校小学校小学校小学校のののの学級文庫用学級文庫用学級文庫用学級文庫用

図書図書図書図書のののの配本準備配本準備配本準備配本準備をををを行行行行いますいますいますいます。。。。このこのこのこの間間間間、、、、会議室会議室会議室会議室でででで閲閲閲閲

覧覧覧覧・・・・学習等学習等学習等学習等をされるをされるをされるをされる皆様皆様皆様皆様にはにはにはにはコンテナコンテナコンテナコンテナのののの移動移動移動移動、、、、ハハハハ

ンディターミナルンディターミナルンディターミナルンディターミナル操作操作操作操作にににに よよよよるるるる機械音等機械音等機械音等機械音等ごごごご迷惑迷惑迷惑迷惑をををを

おおおお掛掛掛掛けしますがけしますがけしますがけしますが、、、、ごごごご理解理解理解理解、、、、ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

←←←←【【【【 学級文庫用図書学級文庫用図書学級文庫用図書学級文庫用図書セットセットセットセットのののの作業作業作業作業 】】】】希望希望希望希望のあっのあっのあっのあっ                

たたたた市内小学校市内小学校市内小学校市内小学校にににに約約約約 12,00012,00012,00012,000 冊冊冊冊をををを長期貸出長期貸出長期貸出長期貸出     

 

 

  利 用 案 内 
              

☆☆☆☆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）  

 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 １ ０ 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（ハピネライフケア文化広場） 

  ＴＥＬ ２２－２６１２   ＦＡＸ ２２－２６３７  

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


