
昨年12月から児童室で2020年に読んだ本のなかか

らオススメの児童書を、カードに書いて紹介ポストに入

れてもらっていました。現在、みなさんが紹介してくれ

たカードと本を児童室展示コーナーに展示しています。

ぜひ、紹介カードをみながら本をかりてみてください😊

🐰お知らせ🐰
⛄11日(木)、23日(火)は祝日のため開館時間は午

前10時から午後6時までです

⛄28日(日)月末休館日、3月1日(月)休館日のため

2日間休館いたします

米子市立図書館 だより
令和3年2月 357号

米子市立図書館だよりR3.2月号

よなぽん
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☆彡 2020年米子市立図書館 年間ベストリーダー発表 ☆彡

昨年1年間で貸出が多かった本、ベスト3を発表！家で過ごす時間が多かった1年。

あなたのお気に入りの本はありましたか？まだ読んだことがない本も今年読んでみ

てはいかがでしょうか📖♪

《一般書》

1位 『そして、バトンは渡された』 瀬尾 まいこ/著 129回

2位 『希望の糸』 東野 圭吾/著 124回

2位 『沈黙のパレード』 東野 圭吾/著 124回

《児童書》

1位 『しろくまちゃんのほっとけーき』 わかやま けん/絵 200回

2位 『おつきさまこんばんは』 林 明子/作 160回

3位 『がたんごとんがたんごとん』 安西 水丸/作 154回

ちょっと足をのばして・・・

米子市美術館や山陰歴史館にも

行ってみませんか？

米子市美術館

〝マツダケン展 みせられるもの〟

〝描くひと 谷口ジローの世界〟

〝青已はなね展〟
～２月21日（日）まで開催中！

※水曜日休館

山陰歴史館

〝“光”と“暖”の道具展〟
～3月28日（日）まで開催中！

※火曜日休館

（2月23日開館、2月24日休館）

ビジネス支援☆相談会



ビジネス支援☆相談会

2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💻

2月6日(土)

午後2時～４時

『小説イタリア・ルネサンス 2』

塩野 七生 編 新潮社

2月7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

2月7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

2月27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

★来月はAコース3月9日(火)午後3時～4時

Bコース3月10日(水)午前10時30分～

11時30分開催。
2月11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 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

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

2月19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

2月14日(日)

午前10時～午後3時
予約先:鳥取県農業農村担い手育成

電話0859-31-9644

ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-35-0198

2月19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

2月7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就農相談会

2月4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

2月★各種相談会



“JICA海外協力隊活動写真パネル”展示
2日(火)～16日(火)

主催:鳥取県JICAデスク

“淀江の四季フォトコンテスト2020”写真展
17日(水)午後1時～27日(土)

主催:淀江振興課

2月13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。

✎2月27日(土)午前10時30分～正午

「そのアンケートデータ、本当に使えるの？～データを味方にする方法～」

工学部社会システム土木系学科 桑野 将司教授
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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

2月★各種相談会

2月10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

2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

◎4日.18日 担当:ほしのぎんかさん

◎11日 担当:図書館職員

◎25日 担当:火曜の会さん

いろいろなお話や手遊びが

楽しめます

夕方おはなし会

2月9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

2月20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



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

米子市立図書館だよりR3.2月号

米子市立図書館2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。

☆1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 月 火 水 木 金 土

1× 2× 3△ 4×
おはなし会
(ほしのぎんか)
よなご若者サポートス
テーション出張相談会

5▲ 6
つつじ読書会

7▲
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

8×
休館日

9▲
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)

10△
いきいき長寿音読
教室Ｂコース/こ
ころの相談会

11△
午前10時～午後6
時開館
おはなし会
(図書館職員)

12▲ 13▲
行政書士無料相談
会

14
就農相談会

15×
休館日

16△ 17▲ 18×
おはなし会
(ほしのぎんか)

19▲
ビジネス情報相談
会/特許無料相談
会

20
ストーリーテリン
グ(おはなしかご)

21 22×
休館日

23
午前10時～午後6
時開館

24 25×
おはなし会
(火曜の会)

労働セミナー

26 27◆
サイエンスアカデ
ミー

28×
月末休館日

3/1×
休館日

3/2 3/3 3/4△
おはなし会
(ほしのぎんか)

3/5 3/6
つつじ読書会

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 2日/研修会 4日.18日.25日/おはなし会.研修会)
△研修室①②午前不可(3日.16日/研修会 10日/いきいき長寿音読教室Ｂコース 11日.3月4日/おはなし会)
▲研修室①②午後不可(5日/図書館協議会 7日/楽しく漢文に学ぶ会 9日/いきいき長寿音読教室Aコース12日.13日.17日.19日/研修
会)
◆研修室②午後不可(27日/研修会)


