
『見たい!知りたい!

図書館はうら側もすごい!』

小田 光宏／監修

WAVE出版

図書館の役割や支援サービス

から気になる裏側までを、国立

国会図書館を中心に紹介されて

います。全国のいろいろな図書

館ガイドも収録。その中に、米

子市立図書館の移動図書館車

“つつじ号”も載っています。

ぜひ、手に取ってご覧ください。

📚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
令和3年3月 358号

米子市立図書館だよりR3.3月号 米子市立図書館だよりR3.3月号

よなぽん
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米子市立図書館3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。

☆2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。

“和歌から読み解く源氏物語～宇治十帖後半の巻々を読む～”講座

🌸前期コース受講生募集🌸
今年度から新しく始まる講座は『源氏物語』の和歌に着目し、登場人物の心情などを丁寧に読

み解く内容となっております。

前期コースは4～9月の全6回開催されます。「宿木(やどりぎ)」の巻から始まり、絵画資料や

写本のくずし字にも触れ分かりやすく解説いたします。受講には、申込が必要です。詳細は、館

内に置いてあるチラシまたは図書館ホームページをご覧ください。この機会に、源氏物語の世界

を楽しんでみませんか？

日時 令和3年4月～9月 毎月第2土曜日 午後1時30分～3時30分 ※8月は第3土曜日

定員 20名(先着順・定員になり次第締め切ります）

場所 米子市立図書館 2階研修室③④

参加申込 3月2日(火)午前9時から申込を開始します。電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ・窓口にて受付します。

6ヶ月ごとの申込になります。(前期:4月～9月 後期:10月～3月)

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

🎶新しいCDとDVDが入りました🎶

新しいCDがCD・DVDコーナーに、DVDがハートフルコー

ナーに仲間入りしました！CDは落語や時代劇、日本文学などを中

心に、DVDは日本映画を中心に入っています。CD・DVDともに

本とあわせて10枚2週間の貸出ができます。ぜひ、かりてみてくだ

さい♪コーナーの場所が分からないときは、職員までお気軽におた

ずねください。

CD・DVDのケースが大変破損しやすくなっております。お取り

扱いの際はご注意ください。返却する時は、返却ポストではなくカ

ウンターまでご返却ください。

☆★伯耆民話の会さん
第55回社会貢献者賞 受賞☆★

社会貢献者賞とは、社会のために尽くされている方たちに、そ

の功績に感謝して労をねぎらい、活動を支援することが目的です。

伯耆民話の会さんは、鳥取県西部地域を主体に、伝承の民話を

次世代へ語り継ぐ活動をしておられます。地元の言葉で語られる

民話は、どこか懐かしく心があたたかい気持ちにさせてくれます。

この度の受賞、まことにおめでとうございます！！

日 月 火 水 木 金 土

1× 2 3△ 4△
おはなし会
(ほしのぎんか)

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△
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

12 13×
行政書士無料相談
会　サイエンスア
カデミー/伯耆文
化研究会例会

14▲ 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 24 25×
おはなし会
(火曜の会)

26 27

28 29×
休館日

30 31×
月末休館日

4/1△
おはなし会
(ほしのぎんか)

4/2 4/3
つつじ読書会

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 13日/研修会.伯耆文化研究会 25日/おはなし会.研修会)
△研修室①②午前不可(3日.19日/研修会 10日/いきいき長寿音読教室Ｂコース 4日.11日.18日.4月1日/おはなし会)
▲研修室①②午後不可(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 14日/研修会)



　

“米子市束草市交流展～姉妹都市
提携25周年記念～”展示

3日(水)～14日(日)
主催:地域振興課　国際交流室

“上淀白鳳の丘企画展
「2020彼岸花の里俳句・フォト俳句作品”展示

18日(木)～28日(日)
主催:上淀白鳳の丘展示館

3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。

✎3月13日(土)午前10時30分～正午

「中東諸国における食糧安全保障をめざして」

乾燥地研究センター農業生産部門 藤巻 晴行教授
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ビジネス支援☆相談会

3月★図書館例会

米子市立図書館だよりR3.3月号

米子市立図書館だよりR3.3号

米子市立図書館だよりR3.3月号

-3--2-

2階☆ギャラリー展示 場所:図書館2階ギャラリー

米子市立図書館だよりR3.3月号
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3月★各種相談会💻ビジネス支援はすべて予約申込がいります💻

3月6日(土)

午後2時～４時

『小説イタリア・ルネサンス ３』

塩野 七生 編 新潮社

3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

3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

3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

3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.11日.18日

担当:ほしのぎんかさん

◎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

3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

3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♬

3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

は、米子市立図書館までご連絡ください📓

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子★来月はAコース4月13日(火)午後3時～4時

Bコース4月14日(水)午前10時30分～

11時30分開催。

3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 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

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

3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

3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

3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

3月11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

伯耆文化研究会例会のお知らせ

日時 3月13日(土)午後1時30分～

場所 2階多目的研修室 定員 60名

問合先 米子市立図書館

電話0859-22-2612

※会員以外の方は資料代200円

必要です


