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             ☆☆☆☆    小・中学生地域研究発表会のお知らせ 
                 伯耆文化研究会と市立図書館の共催事業「鳥取県西部地区小･中学生地域

研究発表会」も、今年で第 3 回となりました。この発表会は、鳥取県西部

の小･中学生の皆さんが夏休みの課題として取り組んだ自由研究の中で、特

に地域の問題について調べた優れた研究を選び、発表してもらう会です。 

               小･中学生の皆さんに、自分たちの住む町に関心を持ってもらうこと、ま   

             た素晴らしい研究成果を多くの皆さんに知っていただきたいと思い、この

会を企画しています。 

              12 月 6 日（日）、午後 1 時 30 分から 4 時 30 分までの予定です。 

             会場は図書館 2 階の大会議室。入場は無料、どなたでも聴講できます。 

    

☆☆☆☆    映画「銀色の雨」公開記念 浅田次郎展 

 米子市や美保関を舞台にした映画「銀色の雨」・鈴井貴之 

監督が好評です。たくさんの米子市民がエキストラとして 

出演した効果でしょうか、話題の映画となりました。 

MOVIX 日吉津で上映中です。 

 市立図書館では、この上映を記念して原作者の浅田次郎 

さんの著作を 2 階踊り場に展示しています。この映画のロ 

ケ地マップや映画の脚本、スティール写真等も一緒に展示 

しています。鳥取島根ロケ地マップには、撮影場所、写真 

説明等もあり、この映画をもう一度楽しむことができます。 

 

☆☆☆☆    図書館まつりの報告 

 11 月 7 日（土）、8 日（日）の 2 日間にわたり、今年 

も恒例の図書館まつりを開催しました。2 日間とも天気に 

恵まれ、大勢の皆さんに来館していただきました。 

「本の市」は 2 日間で 932 人／10284 冊もの本が出ま 

した。また持寄られた本も 1318 冊ありました。 

 図書館まつりは毎年 11 月の最初の土日です。寄贈本は 

年間を通じて受け付ています。ありがとうございました。 

 

☆☆☆☆    今年上半期ベストリーダー 

 今年 4 月から 10 月までの間で、最も読まれたもの、ベスト 20 のリストを作りました。米子出身の桜庭

さんが１位、東野圭吾、宮部みゆきさんがそれぞれ 5 冊も上位に入って人気のほどがわかります。 

順位順位順位順位    回数回数回数回数    タイトルタイトルタイトルタイトル    著著著著    者者者者    出版社出版社出版社出版社    10 47 英雄の書 下 宮部みゆき 毎日新聞社 

１ 69 私の男 桜庭一樹 文芸春秋 11 46 悼む人 天童荒人 文芸春秋 

２ 68 告白 湊かなえ 双葉社 12 46 名探偵ｺﾅﾝ 4 青山剛昌 小学館 

３ 63 聖女の救済 東野圭吾 文芸春秋 13 46 英雄の書 上 宮部みゆき 毎日新聞社 

４ 58 ｶﾞﾘﾚｵの苦悩 東野圭吾 文芸春秋 14 45 名もなき毒 宮部みゆき 幻冬舎 

５ 57 1Q84book1 村上春樹 新潮社 15 45 楽園 上 宮部みゆき 文芸春秋 

６ 57 流星の絆 東野圭吾 講談社 16 43 鷺と雪 北村薫 文芸春秋 

７ 54 赤い指 東野圭吾 講談社 17 40 楽園 下 宮部みゆき 文芸春秋 

８ 54 1Q84book2 村上春樹 新潮社 18 39 夢をかなえるゾウ 水野敬也 飛鳥新社 

９ 52 ﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽ 東野圭吾 毎日新聞社 

 

19 38 運命の人 1 山崎豊子 文芸春秋 



◇12 月のビジネス支援 
◎特許等相談会  12 月  8 日(火)午後１時 30 分～４時 30 分 特設文庫室 

◎特許情報相談会 12 月 22 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。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/ 

        ・県内の知的財産についての総合窓口 

         ｢鳥取県知的財産ポータルサイト｣ http://tottorichizai.com 

◎職業生活設計セミナー 12 月 10 日(木)午後１時～3 時 大会議室 
「確定申告の仕方と税金」講師／ 鳥取税務署個人課税部 赤塚賢一さん 

  ※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  12 月 13 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/ 

 

◇つつじ読書会       12 月 5 日(土) 午後２時～ 特設文庫室 

  『思考の整理学』 外山滋比古／著  ちくま文庫 

◇楽しく漢文に学ぶ会  12 月 6 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。 

◇古文書研究会       12 月 19 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 12 月 3 日･10 日･17 日 (24 日は図書館職員) 

・12 月 18 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▼ 
６  日 日曜日  小･中学生地域研究発表会  終日 不可 

10 日 木曜日  職業生活設計セミナー  午後 不可 

15 日 火曜日  美術館行事  午前 不可 

19 日 土曜日  古文書研究会  午後 不可 

※※※※    12121212 月月月月はははは 27272727 日日日日がががが月末休館日月末休館日月末休館日月末休館日。。。。28282828 日日日日はははは月曜休館月曜休館月曜休館月曜休館となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

※※※※    12121212 月月月月 27272727 日日日日((((日日日日))))からからからから正月正月正月正月 1111 月月月月 4444 日日日日((((月月月月))))までがまでがまでがまでが連続休館日連続休館日連続休館日連続休館日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、、、、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。。。。    

 

                                   

 

   

利 用 案 内 
☆☆☆☆ 開館時間   午前 10 時 ～ 午後 6 時 

         (6 月～9 月の間 金曜日は午後 8 時まで) 

☆☆☆☆    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 


