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    ☆☆☆☆平成 20 年度 利用統計    
 

          平成２０年度の利用統計がまとまりましたのでご報告します。 

        個人貸出の総冊数は、336,201 冊と過去最高を記録しました。 

        貸出冊数制限が一人５冊から 10 冊になった効果と思われます。 

        また時代を反映してか、インターネットや携帯電話からの予約も増えています。 

   以下に月別の貸出冊数と、分類別の貸出状況をグラフで表してみました。 
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   ※10 月は蔵書点検のため 10 日間休館しています 

 

 

☆☆☆☆勇作先生 ありがとうございました ! 

 
                      ４月 26 日(日)、市立図書館大会議室を会場に、米子市在   

                    住の絵本作家・野坂勇作さんの講演会と絵本づくりのイベ 

ントが開催されました。子ども読書週間行事の一環として、 

                     米子市立図書館と児童文化センターが共催事業として取り

組みました。 

                      午前の部の講演は「子どもの観察力と探究心」というテ

ーマで話されました。視覚・聴覚・臭覚・味覚・触覚の五

感を研ぎ澄ませて暮らすこと。絵本の読み聞かせという経

験は、親子でこの五感を共有する体験であり、この体験を

重ねることが、互いの絆を深めることになる、という興味

深いお話でした。勇作先生の独唱や今後の作品についての

話しもあり、楽しい雰囲気のうちに終わりました。 

 午後の部は、同会場で 65 人(児童 36 人)もの参加者による絵本づくりのワークショップがありました。 

子どもたちばかりではなく、保護者の皆さんも一生懸命の楽しい時間を過ごし、最後はサイン会で終わ 

りました。勇作先生、参加された皆さん、ありがとうございました。 

☆☆☆☆「ふるさと米子 探検隊 13 号」完成 ! 
   13 号は｢米子の産業入門編 の巻｣。15 日に完成予定。ご希望の方はカウンターまで。 
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◇５月のビジネス支援 
◎特許相談会   ５月 12 日(火)午後１時 30 分～４時 30 分 特設文庫室 

◎特許情報相談会 ５月 26 日(火)午前 10 時 30 分～午後４時 

※両相談会ともご相談は予約制です。下記連絡先へご予約ください。当日でも空き時間があれば受

付ます。 

※お問合せ先 ・(社)発明協会鳥取県支部 

       電話 0857-52-6728 電子メール hatsu@toriton.or.jp 

                予約状況はホームページから   http://www.toriton.or.jp/tokkyo/ 

        ・鳥取県庁産業開発チーム 

         電話 0857-26-7244  電子メール sangyoushinkou@pref.tottori.jp 

                 予約状況はホームページから   http://www.pref.tottori.lg.jp/chizai 

◎職業生活設計セミナー ５月 23 日(土)午後１時～３時 大会議室 
「これだけは知っておきたいお金を増やす仕組み」講師／ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 河田一人さん  

  ※お申込･お問合せ ・(社)鳥取県高齢･障害者雇用促進協会 

          電話 0857-32-826１ FAX 0857-27-6975  

ホームページからも予約が出来ます http://www.tottori-koyou.or.jp 

◎就農相談会  ５月 24 日(日) 午前 10 時～午後３時 特設文庫室 
※お問合せ先･相談窓口 ・(財)鳥取県農業担い手育成基金 西部駐在(担当:矢倉) 

                 電話 0859-31-9644 FAX 0859-34-1083 

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

 

◇楽しく漢文に学ぶ会 ５月３日(日) 午後１時 30 分～ 特設文庫室 
   『論語新釈』宇野哲人／著 講談社学術文庫 為政篇を読みます。 

◇つつじ読書会 ５月 9 日(土) 午後２時～ 特設文庫室 

  『ローマ亡き後の地中海世界 下巻』(前半) 塩野七生／著 新潮社 

◇ 伯耆文化研究会 ５月 16 日(土) 午後１時 30 分 大会議室 
「日野郡の金屋子信仰についての一考察」高杉初子さん 「農民運動と治安維持法」中井龍一さん 

◇古文書研究会 ５月 30 日(土) 午後１時 30 分 大会議室 

『米子神社由来記』 講師／中 宏 さん  幕末期にあった米子町内の神社由来記を読みます。 

 

   ◇ おはなし会  
・毎週木曜日は｢ほしのぎんか｣さん ５月７日･14 日･21 日 (28 日は図書館職員) 

・5 月 15 日(金)は「火曜の会」さん 

※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。 

 

△大会議室が使えない日▼ 
８  日 金曜日 講演会と図書館友の会設立準備会  午後 不可 

16 日 土曜日  伯耆文化研究会  午後 不可 

23 日 土曜日  職業設計セミナー  午後 不可 

26 日 火曜日  人権・同和推進協議会総会  終日 不可 

30 日 土曜日  古文書研究会  午後 不可 

 

                                   

   

利 用 案 内 
☆☆☆☆ 開館時間   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 ひとり 10 冊まで  ☆☆☆☆ 貸出期間 2 週間 

米子市立図書館 ℡ 0859-22-2612  Fax 0859-22-2637 

         ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/ 

米子市中町 8 番地 ハピネライフケア文化広場 


