
昨年の9月から11月にかけて、図書館利用者アンケートを実施しました。図書館の利用サー

ビスなどについてお答えいただきました。今後の図書館経営に役立てていきたいと思います。

たくさんのご協力ありがとうございました。集計結果は図書館内と図書館HPで公開予定です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします

図書館職員一同
新年あけましておめでとうございます。

日頃より多くの方に図書館をご利用いただきありがとうございます。昨年は、感染症対策

をおこないながらの開館で皆様にご不便ご迷惑をおかけしました。また、米子市立図書館開

館30周年を祝い講演会や各種展示をおこない、たくさんの方に関心を持っていただきました。

本年も引き続き感染対策を行いながら皆様に気持ちよく図書館を利用していただけるよう、

職員一同One for All, All for One の精神で努めてまいりますので、引き続きご支援賜りますよ

うお願い申し上げます。
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新年のご挨拶

図書館利用者アンケートのご協力をありがとうございました

国際交流ライブラリー講演会のご案内

本で開こう世界への扉

“翻訳絵本の楽しみ” 講師:福本 友美子氏 絵本翻訳家

今年度も鳥取県立図書館主催で、環日本海諸国の言語や文化についての講演会を開催

します。

当館では、『としょかんライオン』『おさるのジョージ』などで有名な絵本翻訳家の

福本友美子さんをお招きし、「翻訳絵本の楽しみ」というテーマで講演していただきま

す。これまで翻訳してきた絵本を紹介しながら、翻訳絵本の魅力や裏話をお話していた

だきます。講演会に合わせて2階ギャラリーで24日(日)～30日(土)まで関連展示もおこ

ないます。この機会に世界の魅力に触れてみませんか？ご参加お待ちしております。

☆日時 1月30日(土)午後2時～3時30分

☆会場 米子市立図書館2階多目的研修室

☆申込方法 チラシ裏面の申込書をご記入の上、電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・Ｅﾒｰﾙ・郵送でお送り

ください

☆申込先 鳥取県立図書館 電話0857-26-8155 ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-22-2996

Ｅﾒｰﾙkannichi@library.pref.tottori.jp 〒680-0017鳥取県尚徳町101番地

★新型コロナウィルスの今後の動向により、延期となる場合もございます★

その際は米子市立図書館ＨＰでお知らせいたします



ビジネス支援☆相談会

1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💻

1月9日(土)

午後2時～４時

『小説イタリア・ルネサンス１』

塩野 七生 編 新潮社

1月10日(日) 

午後1時30分～３時30分

『菜根譚』 洪自誠 著

対象:大人

つつじ読書会

楽しく漢文に学ぶ会

1月10日(日)

午前10時30分～11時30分

『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

1月23日(土）の古文書研究会は

中止となります。

✎つつじ読書会・こどものための論語教室・楽しく漢

文に学ぶ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📓

1月15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

1月15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

1月10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

1月14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

★来月はAコース2月9日(火)午後3時～4時

Bコース2月10日(水)午前10時30分～

11時30分開催。

1月14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 1月12日(火)

午後3時～4時

Bコース 1月13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

いきいき長寿音読教室



“楽器分解ミュージアム
展示”

主催:山道俊哉さん
～9日(土)

“「公共職業訓練」紹介ウィーク
in米子”

主催:産業人材育成センター
14日(木)～20日(水)

“国際交流ライブラリー講演会
関連展示”

主催:鳥取県図書館．米子市立図書館
24日(日)～30日(土)

1月9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。

※要事前申込

予約先:鳥取県行政書士会事務局

電話0857-24-2744

事前申込制・定員20名です。申込方法は、電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・Eﾒｰﾙ・郵送となります。

米子市立図書館での申込受付はしておりません。詳細は、鳥取大学サイエンスアカデ

ミーのチラシでご覧ください。

✎1月9日(土)午前10時～正午

「安全・安心な色をめざして～人と環境に優しい無機顔料～」

工学部化学バイオ系学科 増井 敏行 教授

✎1月23日(土)午前10時～正午「居場所に居るということ」

教育支援・国際交流推進機構教員養成センター 大谷 直史 准教授
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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

1月★各種相談会

1月13日(水)午後2時～4時

場所：米子市立図書館2階研修室③

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

1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

◎7日.14日.21日

担当:ほしのぎんかさん

◎28日 担当:火曜の会さん

絵本の読み聞かせや手遊びなど

もりだくさんの楽しい時間です

夕方おはなし会

1月12日(火)午後4時～

担当:図書館職員
一日の終わりにおはなしを聞いてみませんか？

ストーリーテリング(語り)の会

1月16日(土)午前10時30分～

担当:おはなしかごさん
やさしい語りのおはなしが聞けます

♪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♬

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子

米子市立図書館1月行事・自習室カレンダー



図書館からのお願い
※三密を避けた行動、手指消毒、マスク着用、

マイバック持参にご協力よろしくお願いします。

※図書館へ来館する前にご自宅で検温のご協力

をお願いします。37.5℃以上の方は来館を控え

ていただくようお願い致します。

※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。
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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 

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1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。

☆事業終了後、自習室として開放する場合がございます。

☆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。

☆12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

伯耆文化研究会１月例会

日時:1月9日(土)午後1時30分から

場所:米子市立図書館2階多目的研修室

問合先:米子市立図書館0859-22-2612

31日(日)月末休館日、2月1日(月)

休館日のため2日間休館いたします

日 月 火 水 木 金 土

1× 2×

3× 4×
休館日

5
午前9時開館

6△ 7△
おはなし会
(ほしのぎんか)

8 9▲
サイエンスアカ
デミー/行政書
士無料相談会/
つつじ読書会/
伯耆文化研究会

10▲
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

11×
休館日

12▲
いきいき長寿音
読教室Ａコース
/夕方おはなし
会(図書館職員)

13△
いきいき長寿音
読教室Ｂコース
/こころの相談
会

14△
おはなし会(ほし

のぎんか)/若者サ
ポート出張相談
会

15
ビジネス情報相
談会/特許無料
相談会

16
ストーリーテリ
ング(おはなしかご)

17 18×
休館日

19 20 21△
おはなし会
(ほしのぎんか)

22 23
サイエンスアカ
デミー

24 25×
休館日

26 27▲ 28×
おはなし会
(火曜の会)

29▲ 30×
国際交流ライブ
ラリー講演会

31×
月末休館日

2/1×
休館日

2/2× 2/3△ 2/4×
おはなし会
(ほしのぎんか)

2/5▲ 2/6
つつじ読書会

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 1日.２日.3日/年末年始休館日 28日.2月4日/おはなし会.研修会 30日/国際交流ライブラリー講演会 2月2
日/研修会)
△研修室①②午前不可(6日.2月3日/研修会 13日/いきいき長寿音読教室Ｂコース 7日.14日.21日/おはなし会)
▲研修室①②午後不可(9日/伯耆文化研究会 10日/楽しく漢文に学ぶ会 12日/いきいき長寿音読教室Aコース 27日.29日/み
なくる講演会 2月5日/鳥取県公共図書館協議会)

年末年始休館日

年末年始休館日
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