
米子市立図書館 だより
令和2年7月 350号 よなぽん

文部科学大臣表彰受賞しました！

嬉しいニュースです！子どもの読書活動優秀実践図書館(令和2

年度)として、米子市立図書館が文部科学大臣表彰を受賞しまし

た！！平成15年4月に続き今回が2度目の受賞となりました。

今回の受賞では、児童図書数が8万冊を超え、貸出冊数も20万

冊以上の状況で、ブックスタート支援や図書館のおはなし会を実施

していること、市内の学校図書館へのリクエスト支援や学級文庫の

貸出支援等を通じて、本に親しむ機会をつくり読書環境を整えてい

ることが評価されました。

今後も、子どもたちの読書活動を支援するとともに、市民の皆さ

まに充実した図書館サービスを提供できるように努めていきたいと

思います。

児童室(エレベーター前)に賞状を展示しています。今月のおすす

めの本とあわせてご覧になってみてください！！

第３回鳥取県ジュニア司書養成講座 受講生募集のご案内

８月6日(木)・7日(金)に鳥取県ジュニア司書養成講座を開催します。図書館司書の仕事や

図書館の様々なことに挑戦できる2日間です。全講座を修了すると、鳥取県ジュニア司書認定

証がもらえます✨対象は小学５年生から中学3年生まで、定員6名(応募多数の場合は抽選)で

す。申込締め切りは7月14日(火)です。ご応募お待ちしております😊📚

※詳細は、図書館ホームページまたは館内に設置しているチラシをご覧ください。

★日時 令和2年8月6日(木)・7日(金） 午前10時～午後3時

★場所 米子市立図書館2階 研修室

★対象 小学校5年生～中学校3年生 ※2日間全てのコースに参加できる方

★申込方法 往復はがきにてお申込みください。1名につき1枚のはがきでお申し込みください。

★申込先 〒683-0822 米子市中町8 米子市立図書館『ジュニア司書養成講座』係宛

★問合先 米子市立図書館 電話0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

★その他 筆記用具・お弁当・水筒をご持参ください。
昨年の様子⇒

鳥取大学サイエンスアカデミー事前予約申込についてお知らせ

新型コロナウィルス感染防止のため当面の間、事前申込制・定員20名とします。申

込方法は、電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・Eﾒｰﾙ・郵送となります。詳細は、鳥取大学サイエンスアカ

デミーのチラシでご確認ください。

◎開催日時 7月11日(土)午前10時30分～12時

◎テーマ 法医学者が考える、死者から学ぶ「予防できる死」

医学部医学科社会医学講座法医学分野 飯野 守男教授

◎申込・問合せ先 鳥取大学 地域価値創造研究教育機構 地域連携推進室

電話0857-31-6777 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-31-6708 Eﾒｰﾙ koken@ml.adm.tottori-u.ac.jp

〒680-8550 鳥取県鳥取市湖山町南4-101               

ビジネス支援☆相談会
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※三密を避けた行動、手指消毒、マスク着用

にご協力よろしくお願いします。

※新型コロナウィルス感染拡大の状況により、

イベント等中止又は内容が変更となる場合が

ございます。詳細は、図書館ホームページま

たは予約・問合先へお問い合わせください。

★来月はAコース8月18日(火)午後3時～4時

Bコース8月19日(水)午前10時30分～

11時30分開催。

7月9日(木)午前9時から予約申し込みを開始します。

(電話・窓口にて受付)

初心者の方大歓迎。お1人様同月どちらか1コース

のみ参加できます。

Aコース 7月7日(火)

午後3時～4時

Bコース 7月8日(水)

午前10時30分～11時30分

場所:2階多目的研修室

※要事前申込・各コース定員20名

問合先:米子市立図書館

ビジネス支援☆相談会

7月★図書館例会
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💻ビジネス支援はすべて予約申込がいります💻

7月17日(金)午後1時～3時

予約先:米子市立図書館

電話0859-22-2612

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

7月17日(金)午後1時～4時

予約先:米子市立図書館

電話0859-22-2612

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

7月5日(日)午後１時～５時

予約先:米子市立図書館

電話0859-22-2612

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637

起業・経営なんでも相談会

ビジネス情報相談会 特許無料相談会

7月9日(木)午後1時30分～3時30分

予約先:よなご若者サポートステーション

電話0859-21-5678

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-5679

よなご若者サポートステーション出張相談

7月4日(土)午後2時～４時

場所:2階研修室③④
『一億三千万人のための「論語」教室』

高橋 源一郎著

7月5日(日) 午後1時30分～３時30分

場所:2階多目的研修室

『論語新釈』宇野 哲人

対象:大人

つつじ読書会

楽しく漢文に学ぶ会

7月5日(日)午前10時30分～11時30分

場所:2階研修室④

『子ども論語塾』安岡 定子著

対象:小学生(保護者も可)

こどものための論語教室ー第3期生ー

いきいき長寿音読教室

✎読書会・論語教室・漢文の会に初めて参加される方は

米子市立図書館までご連絡ください📓
※7月25日（土）古文書研究会は休会いたします。

7月★各種相談会



肝臓を知って健康になろうパネル展
21日(火)～30日(木)
場所：市民ギャラリー

主催:鳥取県肝疾患相談センター

夏の人権ギャラリー展
29日(水)～8月19日(水)
場所：展示ギャラリー

主催:米子市人権政策課 人権情報センター

7月11日(土)午後1時30分～

場所:2階多目的研修室
記念講演:国指定重要無形民俗文化財

『因幡・但馬の麒麟獅子舞』について
講師:原島 知子さん(鳥取県地域づくり推進部文化政策課)

問合先:米子市立図書館 電話0859-22-2612

※予約不要 会員以外の方は資料代200円が必要です
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2階☆ギャラリー展示 場所:図書館2階ギャラリー

7月★各種相談会

7月8日(水)午後2時～4時

場所：米子市立図書館2階研修室④

苦しいこと、つらいこと、産業カウンセ

ラーに話してみませんか？※要事前申込

予約先:ライフサポートセンターとっとり

（平日午前9時30分～午後5時30分）

電話0120-82-5858

ﾌｧｸｼｼﾐﾘ0857-32-5454

こころの相談会行政書士無料相談会

7月11日(土)

午前10時～午後２時

場所：米子市立図書館1階

対面朗読室①②

相続・遺言・成年後見・交通事故・

外国籍の方の在留(ビザ)・帰化など、

行政書士が無料で相談に応じます。

予約は不要です。

問合先:鳥取県行政書士会事務局

電話0857-24-2744

7月おはなし会♪

木曜おはなし会

毎週木曜日

午前10時40分～11時30分

場所:2階多目的研修室

※16日は2階研修室③④

◎2日,9日,16日

担当:ほしのぎんかさん

◎23日,30日 担当:図書館職員

夕方おはなし会

7月14日(火)午後4時～

場所:2階研修室③④

担当:図書館職員

ストーリーテリング(語り)の会

7月18日(土)午前10時30分～
場所:2階研修室③④

担当:おはなしかごさん

♪要事前予約申込・先着10組

申込受付はお電話でうけたまわります♬

伯耆文化研究会 総会・記念講演会

「読みメン」を知っていますか？読みメンとは、子ども

といっしょに絵本の読み聞かせをする男の人のことです。

6月と7月は読みメンを応援するため、児童室に特別コー

ナを設置しています。

さぁ、あなたも目指せ☆素敵な読みメ～ン🐻

お家書架のコーナーに

展示中デス⇒

米子市立図書館7月行事・自習室カレンダー
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☆開館時間 平日 火～金 午前９時 ～ 午後７時 土・日・祝日 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

☆貸出冊数・期間 ひとり10冊まで・２週間

米子市立図書館 電話 0859-22-2612 ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-22-2637 

Eメール jimu5000@yonago-toshokan.jp

ＨＰ http://www.yonago-toshokan.jp/

所在地〒683-0822米子市中町8番地

米子市立図書館だよりR2.7月号

米子市立図書館7月行事・自習室カレンダー

☆図書館2階多目的研修室①②は、事業がない日のみ自習室として開放しています。

☆新型コロナウィルス感染症拡大予防のため座席数を減らしています。

☆6月現在の予定であり、変更になることがあります。ご了承ください。

☆Twitterで当日の研修室開放状況をお知らせしています。どうぞご利用ください。

アカウントURL   htts://www.twitter.com/yonapon8/       ユーザーネーム @yonapon8

☆日にちのとなりの印は、多目的研修室(研修室①②)の使用の有無です。印がない日は終日開放しています。

23日(木),24日(金)は祝日のため開館時間は

午前10時～午後6時です

米子市立山陰歴史館で7月26日(日)まで開催中の

企画展“米子市役所旧館90年の歩み”展に、米子

市立図書館所蔵の資料『米子市鳥瞰絵図』を展示し

ております。大変貴重な資料で普段は見ることがで

きません。この機会にぜひ足を運んでみてください

🐦

米子市立山陰歴史館企画展関連講演会

「米子市役所旧館と米子の近代建築」

米子の近代化や近代建築、「米子市役所旧館」

の誕生と建物の特徴などについての講演会です。
（とっとり県民カレッジ連携講座）

●日時：令和２年７月１９日（日）

午後2時～3時（午後１時半受付開始）

●講師：米子工業高等専門学校 名誉教授

和田 嘉宥（わだ よしひろ） 氏

●場所：米子市立図書館２階多目的研修室

日 月 火 水 木 金 土

1△ 2×
おはなし会
(ほしのぎんか)

3× 4
つつじ読書会

5▲
こども論語教室
楽しく漢文に学ぶ会
起業経営なんでも相
談会

6×
休館日

7▲
いきいき長寿
音読教室A
コース

8△
いきいき長寿音
読教室Bコース
こころの相談会

9△
おはなし会
(ほしのぎんか)

米子若者ス
テーション出
張相談会

10△ 11▲
サイエンスアカデ
ミー
行政書士無料相談会
伯耆文化研究会総会

12 13×
休館日

14
夕方おはなし会

15 16×
おはなし会
(ほしのぎんか)

17
ビジネス情報相
談会
特許無料相談会

18
ストーリーテリ
ング
(おはなしかご)

19▲
歴史館講演会

20×
休館日

21 22★ 23△
おはなし会
(図書館職員)

24 25

26 27×
休館日

28× 29▲ 30×
おはなし会
(図書館職員)

31×
月末休館日

8/1
つつじ読書会

多目的研修室予定

×終日不可(休館日 2日、30日/おはなし会,研修会 　3日、16日、28日/研修会)
△研修室①②午前不可(1日、10日/研修会 8日/いきいき長寿音読教室Bコース 9日、23日/おはな
し会)
▲研修室①②午後不可(5日/楽しく漢文に学ぶ会 7日/いきいき長寿音読教室Aコース　11日/伯耆文
化研究会　19日/歴史館講演会 29日/研修会)
★研修室①②午後３時～午後5時不可(22日/研修会)
23日(木)24日(金)は祝日のため開館時間は午前10時～午後6時です


