
令和３年度 米子市立図書館事業報告書 

 

１ 管理業務の実施状況  

 

   米子市立図書館運営方針に基づき、市民の読書活動と生涯学習活動の支援及び仕事と生活 

に役立つ図書館をめざし、次のとおり資料提供及び各種事業等を行った。 

 

  １ 利用者サービスの向上 

(1) カウンターでの貸出業務、資料相談業務（レファレンス業務）、移動図書館車・貸出文

庫業務、館内展示等を通じて、資料提供サービスに努めた。年間来館者数・新規登録者数・

個人貸出冊数・予約件数・資料相談件数はいずれもコロナ前の数値に近づいており、利用

が回復している。      

(2) 視察・見学・体験学習・就労支援・インターンシップの受入をし、図書館利用及び社会 

教育に努めた。 

(3) 利用案内、図書リスト、統計等を作成し配布。ホームページ等による発信を行い利便性 

を図った。    

   

２ 資料の選択・収集・保存等の資料管理       

(1) 資料収集方針に基づき、市民のニーズに応える幅広い資料の充実を図るため資料の選

定、発注、受入、整理、保存、廃棄等を適正に行った。 

  (2) 地元書店との連携した図書購入の充実を図った。 

(3) 特別資料整理休館中に全館の蔵書点検を実施し、蔵書管理を行った。 

 

３ 各種事業及び広報活動  

(1) 各種例会、例会おはなし会、ビジネス相談会、行政書士相談会等の例会を開催した。 

(2) 郷土の歴史・文化に関する講演会、パンフレットの作成等を行った。 

(3) 学校図書館支援として、リクエスト貸出及び長期貸出等を行った。 

(4) 子どもの読書活動推進事業としてブックスタート支援、おはなし会、各種講演会を行っ

た。 

(5) 鳥取県立図書館、鳥取大学医学図書館等、他機関との連携による事業等を行った。 

(6) ２年ぶりに図書館まつりを開催。感染対策を徹底し、初めて屋外での古本市を実施。 

米子市文化財団カルチャー・フェスティバルも同時開催した。  

(7) 図書館だより・ホームページ・広報よなご及び各種マスメディアを通じて情報発信を 

 行い、利用者層の拡大に努めた。  

 

４ 新型コロナ対応 

(1) 各種例会、例会おはなし会、ビジネス相談会等は予約制とし、通常より半数以下の定員 

 で開催。毎月６回実施のおはなし会は多目的研修室等でその都度会場を設営し開催。 

(2) 換気と共用部分の消毒、手洗い・マスク着用の徹底、返却本の消毒液での拭き取りを継 

続実施した。感染対策については館内放送、館内掲示、図書館だより、ホームページ等で 

広報した。 



２ 事業の実施状況

事　　　業　　　名
開催日
実施回数

参加人数 備　　考

各種例会・例会おはなし会

 つつじ読書会
第１土曜日

9回
94

『小説イタリア・ルネサンス4』著
塩野七生著　新潮社ほか

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8月・2-3月中止

 古文書研究会
第４土曜日

8回
97

「多比能実知久佐」を読む
講師：近藤滋氏

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7-8・1-2月中止

 伯耆文化研究会
奇数月

第２土曜日
5回

128

「大神山神社の謎」
講師：坂田友宏氏

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため9月中止

 こどものための論語教室
第１日曜日

8回
51

『子ども論語塾』安岡定子著　明治書院

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7-8・2-3月中止

 楽しく漢文に学ぶ会
第１日曜日

8回
107

『菜根譚』洪自誠著　岩波書店

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7-8・2-3月中止

 いきいき長寿音読教室
第２火・水曜日

16回
277

『声に出して読みたい日本語』
斎藤孝著 草思社 ほか

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8月・2-3月中止

 鳥取県行政書士無料相談会
第２土曜日

7回
35

共催：鳥取県行政書士会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8-10月・2-3月中
止

 鳥取大学サイエンスアカデミー
第２・４土曜日

9回
140

共催：鳥取大学

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8-9月・1-3月中止

 和歌から読み解く源氏物語 毎月第２土曜日 162
講師：渡邊健氏（米子高専）定員20人

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8月・2月中止

 おはなし会
毎週木曜日

毎月第２火曜日
毎月第３土曜日

987

予約制、定員10組

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8月・1月20日・1
月27日・2月・3月3日・3月10日中止

2,078各種例会・例会おはなし会 計



事　　　業　　　名
開催日
実施回数

参加人数 備　　考

ビジネス支援

 起業・経営なんでも相談会
第1日曜日

10回
16

共催：鳥取県中小企業診断士協会、鳥取県産業振興機
構、日本政策金融公庫
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8月・2月中止

 よなご若者サポートステーション
 相談会

第３火曜日
9回

5
共催：若者サポートステーション
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため1-3月中止

 ビジネス情報相談会
第３金曜日

10回
19

共催：鳥取県立図書館・鳥取県よろず支援拠点
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため1月中止

 特許無料相談会
第４火曜日

10回
10

共催：発明協会鳥取県支部
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため8月・1月中止

 就農相談会
6/20(日)
9/19(日)
2/20(日)

6
共催：鳥取県農業農村担い手育成機構
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため2月中止

 こころの相談会
第２水曜日

11回
26

共催：ライフサポートセンターとっとり
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため2月中止

 労働セミナー

7/20(火)
9/24(金)
10/15(金)
11/12(金)
2/24(木)

72
共催：鳥取県中小企業労働相談所
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため7月・2月中止

154

子どもの読書活動推進事業

講師：いわむらかずお氏（絵本作家）

共催：絵本の会「ほしのぎんか」

 鳥取県ジュニア司書養成講座
8/5(木)
～8/6(金)

- 小学校中学年～高学年対象
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 夏休みこどもクイズラリー
7/22(木)
～8/29(日)

212

 ファミリーコンサート
「音楽のおもちゃ箱」

9/5(日) - 主催：米子市淀江文化センター
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 秋の読書週間行事
「よなぽんビンゴ」にちょうせん

10/23(土)～
11/14(日)

56

主催：米子市健康対策課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 ぬいぐるみおとまり会 1/29(土) - ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

主催：米子市健康対策課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・変更

主催：鳥取県立図書館

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

346 (　)の人数は除く

ビジネス支援事業 計

 健康フェスティバル読み聞かせ -未定

読みメンおはなし会とワークショップ

 いわむらかずお講演会
「絵本づくり50年」リモート講演会

6/13(日) 56

 子どもの読書週間行事おはなし会と
 ワークショップ

4/18(日) 22

 市町村図書館職員研修会 -

 ブックスタート支援事業 月１回 (1,114)

2/17(木)

子どもの読書活動推進事業 計



事　　　業　　　名
開催日
実施回数

参加人数 備　　考

一般事業

 法テラス鳥取セミナー 4/12(日) -
主催：法テラス鳥取
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 火曜の会　朗読コンサート
「おかあさんだぁーいすき」

5/8(土) 49 主催：米子市朗読ボランティア「火曜の会」

 火曜の会　朗読コンサート
「星は見ている」

8/6(金) - 主催：米子市朗読ボランティア「火曜の会」
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 郷土文化講演会
「八百比丘尼のこと」

9/18(土) 60 講師：酒井董美　定員60人

 高専文化セミナー 9/19(日) - ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

共催：鳥取県立図書館、鳥取県よろず支援拠点

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため一部中止

共催：鳥取県立図書館

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

 図書館まつり
11/6(土)
～11/7(日)

1,613

青空ミニミニ古本市 1,106人
青空おはなし会 120人
おもしろ科学教室 70人
紙ヒコーキを飛ばそう42人

 米子市文化財団
 カルチャー・フェスティバル2021

11/6(土) (2,568)
当財団施設連携事業
展示＆クイズラリー参加者366人を含む

 文化講演会「大人のための100選」
 パレスチナの歴史

11/20(土) 14 講師：大野秀氏

 ＰＯＰコンテスト表彰式 11/21(日) 18

 鳥取大学医学図書館共催講演会
「新型コロナウイルス感染症の経緯と
 残された課題」

11/27(土) 41 講師：景山誠二氏（鳥取大学医学部教授）

講師：渡辺鉄太氏（子どもの本作家）

共催：鳥取県立図書館

 創業ゼミ 12/4(土) 20 主催：鳥取県立図書館

 鳥取県西部地区小中学校研究発表会 12/5(日) 26 主催：伯耆文化研究会

 親子ものづくり体験
「ＡＭ・ＦＭラジオを作ろう！」

1/15(土) 35 主催：ポリテクセンター米子

 視覚障がい者とともに楽しむ朗読会
 ～読む、聞く、多様な読書のかたち～

3/13(日) -
共催：鳥取県ライトハウス点字図書館
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

1,905 (　)の人数は除く一 般 事 業  計

 国際交流ライブラリー講演会
「本でひらこう世界への扉」

12/4(土) 20

 図書館を活用した情報収集講座 -9/30(木)

 夢・実現スタートアップ創業勉強会 9/19(日) 9



事　　　業　　　名
開催日
実施回数

参加人数 備　　考

視察

-

職場体験・インターンシップ等

 島根県立大学

9/1(水)
～9/3(金)
9/7(火)
～9/8(水)

1 図書館実習

 就労者支援・生活支援センターしゅーと

12/1(水)
～12/3(金)
12/7(火)
～12/8(水)

1 就労体験実習

2

館内見学・学習

 きらきら保育園 7/13(火) 7 館内見学・ガイダンス

 就将小学校２年生 9/16(木) 56 館内見学・ガイダンス

 福米東小学校２年生 9/29(水) 93 館内見学・ガイダンス

 彦名小学校２年生 10/22(金) 40 館内見学・ガイダンス

 淀江小学校２年生 10/28(木) 84 館内見学・ガイダンス

 河崎小学校２年生 10/29(金) 44 館内見学・ガイダンス

 車尾小学校２年生
11/10(水)
11/17(水)

97 館内見学・ガイダンス

 成実小学校２年生 11/12(金) 26 館内見学・ガイダンス

 就労者支援・生活支援センターしゅーと 11/16(火) 3 館内見学・ガイダンス

 五千石小学校２年生 11/18(木) 17 館内見学・ガイダンス

 鳥取聾学校ひまわり分校 11/25(木) 5 館内見学

 尚徳小学校２年生 12/8(水) 24 館内見学

496

移動図書館車

 巡回貸出 木・金曜日 市内17箇所巡回

 貸出文庫 不定期 市内26箇所配本

特別展示

 子どもの読書週間行事展示・
 福袋・スタンプラリー

4/16(金)
～5/29(土)

みんなでつくろうYONA本(よなぽん)だな・本の福袋・子
どもにおくる本展示・よなぽんスタンプラリー・みんな
の読書通帳

 米子市文化財団施設紹介展示＆
 クイズラリー

11/2(火)
～11/7(日)

 ＰＯＰコンテスト作品展示
11/2(火)
～12/5(日)

 鳥取県西部地区小・中学生
 地域研究発表会関連展示

12/5(日) 主催：伯耆文化研究会

「公共職業訓練」紹介ウイークinよなご
1/13(木)
～1/19(水)

主催：鳥取県立産業人材センター

資料管理等

 特別資料整理
10/5(火)

～10/13(水)
蔵書点検

編集・発行物等

「利用案内」編集・発行 3月末発行
一般10,000部
児童5,000部発行
参考郷土コーナー1,000部発行

「ふるさと米子探検隊」24号編集・発行 3月末発行 第24号　2,000部発行

4,981合　　　　　計

職場体験・インターンシップ等 計

館内見学・学習 計

視 察  計



開館日数　288日

来館者数　258,310人

人数・冊数・件数 備　考

一　般（人） 1,477

児　童（人） 469

合　計（人） 1,946

利用人数（本館） 177,525

利用人数（ＢＭ） 2,364 ＢＭ＝移動図書館車

合　計（人） 179,889

総　記 11,096

哲　学 17,926

歴　史 17,344

社　会 33,438

自　然 25,190

工　学 60,574

産　業 12,359

芸　術 41,985

語　学 5,227

文　学 170,762

郷　土 4,502

児　童 205,068

視聴覚 7,682

雑　誌 31,688

相互貸借 7,290

合　計（冊） 652,131 うちＢＭ9,433冊

団体数（件） 4,437

冊　数（冊） 47,150

資料相談件数 件　数（件） 6,339

予約件数 利用数（冊） 71,281

見学件数 件　数（件） 16

個人貸出
利用人数

個人貸出
貸出冊数

３　施設の利用状況　　

新規登録者数

団体貸出冊数

区　　分


