
今年の図書館まつりは、コロナウイルス感染症予防のため感染対策をとりながら午前10時から

開催いたします。詳細は図書館ホームページまたはチラシをご覧ください。「英語でおはなし

会」「映画上映会」は電話と窓口で申込受付いたします。今年も皆様が、安心して参加していた

だくためご協力よろしくお願いいたします。

児童書『まじょのおいもパーティー』『ハナさんのあかいぬの』など、数々の絵本・児童文

学作品でおなじみの作家 なとりちづさんが、令和4年9月11日(日)、米子市の「本の学校」で

の講演後、米子市立図書館にお越しくださいました。なとりさんは、ご主人で作家のおおとも

やすおさんと長年にわたり、ご夫婦で絵本・児童文学作品を創作してこられました。この度は、

なとりさんより、ご夫妻著作の絵本・児童書、合計58冊の寄贈を頂きました。

なとりちづさん、おおともやすおさんこの度は、

大変ありがとうございました。児童室展示コーナー

に展示・貸出、その後も児童室で借りることが

できます。
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📖 古本市 会場:2階多目的研修室

5日(土)・6日(日)お一人様10冊まで

入場制限あり・30分入替制

係員の指示に従ってご入場ください

①10時～②10時30分～③11時～

④11時30分～⑤12時～⑥12時30分～⑦13時～

⑧13時30分～⑨14時～⑩14時30分～⑪15時～

⑫15時30分～

※マイバックをご持参ください

午前中は大変混雑が予想されます。

①～③の時間帯はなるべく避けてお越し下さい。

各回ごとに同量の本を並べます。

※8日(火)からも館内でリサイクル本コーナーを設置予定です

📸 つつじ号と写真を撮ろう

会場:米子市立図書館前広場

5日（土）・6日（日）10時～16時

※雨天の場合は中止いたします

📖 英語でおはなし会 会場:2階第③④研修室

5日（土）11時15分～

※要申込・先着親子10組

親子で英語に楽しく触れてみませんか？

英語と日本語によるおはなし会です。

協力:学生ボランティアさん

11月5日（土）・6日（日）は図書館まつりを開催します！！

🎥 映画上映会 会場:2階第③④研修室

☆5日（土）①13時15分～②14時15分～

③15時15分～ ※要申込・各回親子10組

アニメ「はたらく細胞1，2」

☆6日（日)10時15分～12時

※要申込・定員20名 対象:小学校高学年～

バリアフリー映画「天使のいる図書館」

「視覚障がい者とともに楽しむ朗読会

～読む 聴く 読書の多様なかたち～」開催のご案内

視覚障がい者の方が図書館を利用するきっかけ作り、地域

で活躍されているボランティアの方や朗読に関心のある方と

の交流の機会となる会となっています。ご興味のある方はぜ

ひご参加ください。

11月27日（日）午後2時～3時30分 ２階多目的研修室

問合せ・申込先 鳥取県ライトハウス点字図書館

電話 0859-22-7655 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0859-22-7688

Ｅﾒｰﾙ toriten2@tottori-lighthouse.or.jp

児童コーナーでは

「工作コーナー」【5日(土)・6日(日)10時～16時】と

「よなぽんスタンプラリー」【5日(土)～27日(日)】もやってるよ♪

作家 なとりちづさんより児童書の寄贈をしていただきました！



　
11月13日(日)

午後1時30分～3時30分
『菜根譚』洪自誠著

対象:大人

11月19日(土)
午後1時30分～3時30分

講師:渡邊健さん

11月1日(火)午前9時から定員5名程度、
電話にて予約申し込みを開始します。

　
Aコース　11月8日(火)

午後3時～4時
Bコース　11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

11月1日(火)午前9時から
予約申込開始！

問合先:米子市立図書館

★12月はAコース12月13日(火)午後3時～4時
　  　    Bコース12月14日(水)午前10時30分
　　　　　　　　　　　　　　～11時30分開催

12月1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。

11月26日(土)午後1時30分～
『多比能実知久佐』

講師:近藤滋さん

11月18日(金)午後1時～3時
予約先:米子市立図書館

11月29日(火)午後2時～3時30分
問合せ先:みなくる米子

電話0859-31-8785　ﾌｧｸｼﾐﾘ0859-21-0034
11月18日(金)午後1時～4時

予約先:米子市立図書館

　
11月12日(土)

午後2時～
『時間は存在しない』
カルロ・ロヴェッリ著

　

11月13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)
※定員に達しました

11月6日(日)午後1時～5時
予約先:米子市立図書館 11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

※臨床心理士によるシゴトとココロの相談
予約優先、当日受付もいたします
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★ビジネス支援相談会★

☆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💻

起業・経営なんでも相談会

知財無料相談会

よなご若者サポートステーション出張相談会

初めてご参加の方は米子市立図書館までご連絡ください

米子市立図書館だよりR4.11月号

古文書研究会

つつじ読書会

楽しく漢文に学ぶ会

こどものための論語教室ー第4期

いきいき長寿音読教室

百人一首を読み解く

ビジネス情報相談会

労働セミナー

「特許・商標・意匠 検索方法講習会」
◎12月15日（木）午後1時30分～3時30分 ◎２階多目的研修室

※定員10名 参加無料

◎申込方法 ﾌｧｸｼﾐﾘまたはＥﾒｰﾙ 11月30日(水)締切

◎問合せ・申込先 ＩＮＰＩＴ鳥取県知財総合支援窓口

電話 0857-52-6728 ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-52-6674



11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。

※事前に申し込みが必要です
◦--------------------◦

 予約先:鳥取県行政書士会事務局
　　   電話0857-24-2744

11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？
※事前に申し込みが必要です

----------◦----------
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

ﾌｧｸｼﾐﾘ0857-32-5454

木曜おはなし会
毎週木曜日

午前10時40分～11時30分
◎3日

担当:図書館職員
◎10日.17日

  　担当:ほしのぎんかさん
◎24日

担当:火曜の会さん

夕方おはなし会
11月8日(火)午後4時～

担当:図書館職員

ストーリーテリング(語り)の会
11月19日(土)午前10時30分～

  担当:米子おはなしかごさん

“ＰＯＰコンテスト2022作品展示”
　　1日(火)～29日(火)
　主催:米子市立図書館

“パープルライトアップ　パネル展”
　　2日(水)～17日(木)

　主催:総合政策部男女共同参画推進課

サイエンスアカデミーは事前申込制・定員20名です。

申込方法は、鳥取大学へ電話・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。

✎11月12日(土)午前10時30分～正午

「自分達で自分達の暮らしをデザインする

－新しい働きを求めて－」

地域学部地域学科 講師 菰田 レエ也さん

✎11月26日(土)午前10時30分～正午

「人を見る:人とのインタラクションを目指して」

工学部電気情報系学科 教授 岩井 儀雄さん
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★各種相談会★

☆おはなし会☆ 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

こころの相談会行政書士無料相談会

伯耆文化研究会

11月の例会を下記の日程で開催します。

どなたでも聴講していただけます。今回は、県

立機関の出前講座のため会員外の方も資料代無

料です。定員60名、申込不要です。

日時:11月12日(土)午後1時30分～3時30分

場所:米子市立図書館2階研修室

発表者

①「伯耆の荒神信仰と神崎神社」

鳥取県立博物館学芸員 福代 宏さん

②「「赤碕の荒神さん」を建てた小倉園三郎

郷土史家 大田 勝也さん

★2階ギャラリー展示★
場所:図書館2階ギャラリー
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📚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。

※発熱（微熱）、のどの痛み、咳、鼻水など、

風邪症状のある方、体調のすぐれない方は来

館を控えていただくようお願い致します。

☆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・特別資料整理期間・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R4.11月号

米子市立図書館11月行事カレンダー

研修室の開放状況はTwitterで随時お知らせ

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/   

新型コロナウイルス感染拡大の状況によりイ

ベント等中止また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・問合先へお問合せください。

11月3日(木)、23日(水)は祝日のため

午前10時から午後6時まで開館します

１１月開催！！講演会のご案内

◎「大伯父藤本重郎について」

11月18日（金）午後1時30分～3時

◎おとなのための100選

「ボルへス、マルケス ラテンアメリカ文学を読む」

11月19日(土)午後1時30分～3時

米子市立図書館２階多目的研修室

窓口・電話・ﾌｧｸｼﾐﾘで申込受付しています！！

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

☆午前10時から午後
6時開館
●おはなし会(図書館
職員)

4 5
図書館まつり

6
図書館まつり
●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
●伯耆文化研究会
●つつじ読書会

13
●こどものための論語
教室
●楽しく漢文に学ぶ会

14×
休館日

15 16 17
おはなし会(ほしのぎ
んか)

18
●「大伯父藤本重
郎」講演会
●ビジネス情報相談
会
●知財無料相談会

19
●ストーリーテリング
(米子おはなしかご)
●「おとなのための100
選」講演会
●百人一首を読み解く

20
POPコンテスト
2022表彰式

21×
休館日

22 23
午前10時から午後6
時開館

24
おはなし会(火曜の
会)

25 26
古文書研究会

27
「視覚障がい者とと
もに楽しむ朗読会」

28×
休館日

29
労働セミナー

30×
月末休館日

12/1
おはなし会(ほしのぎ
んか)

12/2 12/3
つつじ読書会


