
インフォメーション・ディベロプメント様(株式会社IDホールディ

ングズ（IT系企業グループ本社東京）の山陰事業部）より当館へ

児童書の寄贈がありました。

米子市出身でモデル・定住旅行家のERIKOさんが書かれたＳＤ

Ｇｓ（持続可能な開発目標）の絵本、3冊を寄贈していただきま

した。調べもの学習に役立つ本となっていますので、ぜひ借りて

みてください。この度は貴重な本の寄贈をありがとうございまし

た。

令和2年度の利用統計のお知

らせです。

個人貸出冊数 600,433冊

年間来館者数 235,504人

昨年度は、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため4月

14日から5月6日まで臨時休館

いたしました。今年度も、引き

続き新型コロナウイルス感染症

対策をしながら開館していきた

いと思います。皆様のご理解、

ご協力の程よろしくお願いいた

します。

新着図書お知らせサービス(SDI)をご存じですか？このサービスは、好きなジャンルや作

家の新刊情報をメールでお知らせするサービスです。検索条件を指定して登録すると、登

録された条件で定期的に検索し、その結果をメールで毎週金曜日に送信します。検索条件

は、10件まで登録できます。登録にはメールアドレスの登録が必要です。

登録方法は米子市立図書館ホームページの【利用状況の確認】→【新着図書お知らせ

サービス(SDI)の登録手順】をご覧いただくか、職員にお気軽にお尋ねください。

ぜひ、この機会に登録してみてください！！

米子市立図書館 だより
令和3年6月 361号

よなぽん
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インフォメーション・ﾃﾞｨﾍﾞロプメント様から児童書の寄贈をしていただきました

令和2年度の統計のお知らせ

米子市立図書館だよりR3.6月

(SDI

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

月別貸出冊数（令和元年度比較） R1 R2

ビジネス支援☆相談会



ビジネス支援☆相談会

5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💻

6月5日(土)午後2時～４時
『滑走路』

萩原 慎一郎著 KADOKAWA

6月6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

6月6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4期生ー

✎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方

は、米子市立図書館までご連絡く

ださい📓

★来月はAコース7月13日(火)午後3時～4時

Bコース7月14日(水)午前10時30分～

11時30分開催。

6月10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 6月8日(火)

午後3時～4時

Bコース 6月9日(水)

午前10時30分～11時30分
※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

6月18日(金)午後1時～3時
予約先:米子市立図書館

6月18日(金)午後1時～4時
予約先:米子市立図書館

6月6日(日)午後１時～５時
予約先:米子市立図書館

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

よなご若者サポートステーション出張相談

古文書研究会

6月12日(土)

午後1時30分～3時30分
講師:渡邊 健さん

前期コース(4～9月)は定員に達しました

6月10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

和歌から読み解く源氏物語

6月26日(土)午後1時30分～
「多比能実知久佐」

「伯耆国」(古地図から地名を読み取る)

講師:近藤 滋さん

6月★各種相談会



～10日(木)
“JICA海外協力隊にかかる春募集の広報展”

主催:鳥取県JICAデスク

15日(火)～29日(火)
“男女共同参画週間パネル展示”

主催:総合政策部 男女共同参画推進課
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6月12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

米子市立図書館だよりR3.6月号-3-

2階☆ギャラリー展示

場所:図書館2階ギャラリー

6月★各種相談会

6月9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

6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

◎3日.10日.17日

担当:ほしのぎんかさん

◎24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

6月8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

6月19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♬

就農相談会
6月20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

おとなのためのお話会～聴いてみよう！子どもに語るストーリーテリング～
“米子おはなしかご”による大人向けストーリーテリングのおはなし会です。

事前申込が必要です！※定員になり次第締め切ります。

日時 6月12日（土）午後2時～ 場所 米子市立図書館2階研修室

定員 10名（申込制・先着順）

申込方法 米子市立図書館窓口・電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ 氏名とご連絡先をお知らせください

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



📚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。

※新型コロナウイ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R3.6月号

米子市立図書館6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。

☆5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

鳥取大学サイエンスアカデミーin米子

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をご覧ください。

✎6月12日(土)午前10時30分～正午

テーマ「鳥取大学における菌類

きのこ研究とわたし」 中島 廣光氏

✎6月26日(土)午前10時30分～正午

テーマ「未定」 松永 忠雄氏

日 月 火 水 木 金 土

1▲ 2▲ 3× 4△ 5★
つつじ読書会

6▲
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

7×
休館日

8×
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)

9△
いきいき長寿音読
教室Ｂコース/こ
ころの相談会

10×
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

11× 12■
行政書士無料相談会/
サイエンスアカデ
ミー/和歌から読み解
く源氏物語/おとなの
ためのおはなし会

13×
いわむらかずお講
演会

14×
休館日

15× 16▲ 17△
おはなし会
(ほしのぎんか)

18×
ビジネス情報相談
会/特許無料相談
会

19△
ストーリーテリング
(おはなしかご)

20◇
就農相談会

21×
休館日

22× 23△ 24×
おはなし会
(火曜の会)

25× 26×
サイエンスアカデ
ミー/古文書研究
会

27 28×
休館日

29× 30×
月末休館日

7/1△
おはなし会
(ほしのぎんか)

7/2▲ 7/3×
つつじ読書会

多目的研修室予定
×終日不可(休館日 11日.15日.18日.22日.25日.26日.29日.7月3日/研修会 3日.10日.24日/おはなし会.研修会 8日/研修会.いきいき
長寿音読教室Ａコース 9日/いきいき長寿音読教室Bコース.研修会 13日/いわむらかずお講演会)
△研修室①②午前不可(4日/研修会 9日/いきいき長寿音読教室Bコース 17日.7月1日/おはなし会 19日.23日/研修会)
▲研修室①②午後不可(6日/楽しく漢文に学ぶ会 1日.2日.16日.29日.7月2日/研修会)
★研修室①②午前中と午後4時から不可(5日/配信テスト)
■研修室①午後5時からと研修室②午後不可(12日/おとなのためのお話会など)
◇研修室①のみ午前不可(20日/図書館友の会総会)


