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『切り絵シリーズ』　岩屋堂（若桜町）
自然の岩穴に建てられた岩屋堂が秋色に染まる。
三徳山の投入堂を連想させるが、共通点ってあるの？
 絵・文：紙原 四郎 氏

公共サービスを利用して
もっと読書に親しもう！



鳥取県立図書館  〒680-0017 鳥取市尚徳町 101　Tel:  0857-26-8155　Fax: 0857-22-2996 

鳥取県教育委員会事務局家庭・地域教育課生涯学習担当 (℡0857ｰ26ｰ7520・7944)問合せ・申込

　読書を通じて、子どもたちは言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、
創造力を豊かにすることができます。学校や家庭、地域での読み聞か
せを通して、本の楽しさ・読書の喜びを子どもたちに届けましょう。

参加者の感想参加者の感想

読み聞かせの基本から実践までを指導していただいたほか、選書に役立つ

資料やヒントも学び、その効用について再認識しました。

ボランティアの活動の注意点は気づいていない点も多く、とても参考にな

りました。ずっと我流で行っていましたが、研修会で学んだことを活かし

て今後もがんばっていきたいと思います。

研修テーマの例
・学校等の読み聞かせボランティアグループ
　の研修会

・小学校、保育所・幼稚園等の保護者研修会
　（親子参加もＯＫ）

・中学・高校生等の保育事前学習 等
※ただし 10 名以上の参加が必要です。

【対象】 

申 込 受 付 中

大栄小学校にて大栄小学校にて

読み聞かせで子どもたちとコミュニケーションをとれることを、保護者の

方々にももっとアピールしていきたいです。

読書の秋読書の秋

公共サービスを利用して公共サービスを利用して

【健康情報コーナーを設置している図書館】

【音読教室を行った図書館】

図書館に関するお問合せ

図書館を使って、毎日いきいき！

図書館の利用に障がいのある方へ

図書館を使って、毎日いきいき！

図書館の利用に障がいのある方へ

鳥取県立図書館 倉吉市立図書館鳥取県立図書館鳥取県立図書館 倉吉市立図書館倉吉市立図書館

小学校の読み聞かせボランティアと教職員、
司書が読み聞かせや選書について学びました！
小学校の読み聞かせボランティアと教職員、
司書が読み聞かせや選書について学びました！
小学校の読み聞かせボランティアと教職員、
司書が読み聞かせや選書について学びました！

米子市立図書館

鳥取県立図書館

鳥取市立中央図書館米子市立図書館

健康情報コーナーで、
心も体もいきいき！

「いきいきライフ応援コーナー」オープン！

音読で、あたまいきいき！健康情報コーナーで、
心も体もいきいき！

米子市立図書館

「いきいきライフ応援コーナー」オープン！

音読で、あたまいきいき！

携帯音楽
プレーヤー

『
音
で
楽
し
む
読
書
』

　倉吉市立図書館では、どんな人にでも読書を楽

しんでもらうために、館内の拡大読書機の設置や、

大活字本の収集、外国語資料の提供、地元音訳ボ

ランティアグループが作成した録音図書の貸出等、

様々な取組を行っています。

　より多様なリクエストに応えられるよう、県立

図書館や全国のライトハウス等とも連携し、録音

図書やマルチメディアデイジー、外国資料等を取

り寄せるサービスも無料で行っています。

ボランティアさんによる録音図書制作

は～とふるサービス
すべての人にすべての図書館サービス・資料を！
は～とふるサービス
すべての人にすべての図書館サービス・資料を！

地元音訳ボランティアも活躍！地元音訳ボランティアも活躍！

Ｑパソコンを利用し、文字・

音声・画像を同時に再生

でき、読みの早さや画面

上のレイアウト（文字の

大きさ・色・背景色など）

の変更ができる新しいメ

ディアの図書です。

マルチメディアデイジーとは

鳥取県立図書館鳥取県立図書館

鳥取市立中央図書館鳥取市立中央図書館

　高齢化が進む中、だれもが人生をより豊かに、

心も体も元気に暮したいと願っているのではない

でしょうか。そこで、鳥取県立図書館では、健康

づくり、セカンドライフなど、中高年層にとって

関心が高く、いきいきと暮らすヒントとなる本な

どを一ヶ所にまとめた「いきいきライフ応援コー

ナー」を 9 月 13 日にオープンしました。

　コーナー内は、元気に長生きしている著者の本

をおいた『百歳文庫』、健康づくりや脳の活性化

に役立つ『心も体もいきいき』、うつ病や認知症、

　米子市立図書館

の 健 康 情 報 コ ー

ナーには、利用者

にわかりやすい形

で医療や健康に関する本やパンフレットを提供してい

ます。本棚には、病気治療に関する入門書や、リハビ

リのガイドブック、生活習慣病に対応した食事レシピ

等に加え、患者さんやその家族の闘病体験をつづった

「闘病記」なども並んでいます。月ごとのテーマ展示も

実施しており、11 月は『予防しよう！ロコモティブ

シンドローム』コーナーを設置予定です。

生活習慣病、介護など

の『病気になったとき

に』、生涯学習に役立つ

『人生を楽しく』、ボラ

ンティア活動や定年後

の生活、孫育てなどの『いきいきセカンド

ライフ』、年金、終活、悪質商法対策などの

『安心セカンドライフ』、小説の朗読ＣＤな

どの『音で楽しむ読書』の７つのテーマを

設けています。

　鳥取県立図書館で昨年９月から始めた「あたまイキ

イキ音読教室」が県内の地域の図書館に広がっていま

す。この教室は、図書館の本を使って、昔話や詩など

を参加者の皆さんが声に出して読むもので、参加者同

士の交流、発声による脳の活性化を目指しています。

【音読教室を行っている図書館のある市町村】

鳥取市（中央・気高）、岩美町、倉吉市、湯梨浜町、
三朝町、大山町、伯耆町、県立図書館

鳥取市（中央・気高）、倉吉市、三朝町、北栄町、琴浦町、
米子市、大山町、南部町、伯耆町（溝口）、日野町、
日吉津村（※中央公民館）、県立図書館

【健康情報コーナーを設置している図書館のある市町村】

地域の図書館に行ってみよう！

これからの人生がより豊かになるような新しい発見、

新しい出会いがみなさんを待っています！

「本を読みたいけど、最近活字が読みづらくなっ

たな 。」「家族や地域の子にも本を読んであげた

いな。」などという方へ、鳥取県では 図書館で

新しいサービスや催しの提供を行ったり、研修

会への講師派遣を行っています。

ぜひ、ご活用ください。

障がいがある人をはじめ、活字が読みにくくなった高齢者、来館

できない入院患者、日本語がわからない外国人の方など、図書館

を利用するのに障がいがある人へのサービスです。

　図書館を利用するのに困っていることはありませんか？例え

ば活字が読みにくい、耳が聞こえにくい、図書館に行けない、

などなど…

　県立図書館では、みなさんが図書館を利用しやすいよう、い

ろいろな「困った」に応じて様々な資料やサービスで対応する

「は～とふるサービス」を実施しています。

　館内には大きな文字で書かれた大活字本や点字絵本、バリア

フリーＤＶＤなどを並べた「は～とふるサービスコーナー」も

あります。お好きな本の朗読を携帯音楽プレーヤーにふきこん

で貸出もしていますので、

ぜひご利用ください。

　図書館では、医療・健康情報サービスや法律情報サービ

スなど、県民の皆様の暮らしに役立つ情報提供に努めてい

ます。また、活字が読みにくい、耳が聞こえにくい、なか

なか来館できないなど、図書館を利用するのに困っている

方が使いやすいように資料やサービスを整備しています。

　鳥取県立図書館の本や資料は、原則２日以内に市町村の

図書館に届きます。地域の図書館を使って、不安や課題を

解決し、毎日をいきいき過ごしませんか。

各種研修会に派遣します！

を

ボランティア向け

☆読み聞かせの大切さ、ポイント

☆子育てと読み聞かせ

☆絵本や児童書の選び方  他

保護者向け保護者向け ボランティア向け

☆読み聞かせの基本、お悩み相談

☆選書の考え方

☆ボランティアに期待される役割  他

無 料

　鳥取市立中央図書館でも今年７月から「みんなで楽

しむ音読教室」を開催し、参加者からは「声に出して

読むのはとても楽しい」

「毎回いろいろな作品が

読めるので楽しみにし

ている」等の感想が寄

せられています。

子
ど

もと本を楽しもう
！

子
ど

もと本を楽しもう
！
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スなど、県民の皆様の暮らしに役立つ情報提供に努めてい

ます。また、活字が読みにくい、耳が聞こえにくい、なか

なか来館できないなど、図書館を利用するのに困っている

方が使いやすいように資料やサービスを整備しています。

　鳥取県立図書館の本や資料は、原則２日以内に市町村の

図書館に届きます。地域の図書館を使って、不安や課題を

解決し、毎日をいきいき過ごしませんか。

各種研修会に派遣します！

を

ボランティア向け

☆読み聞かせの大切さ、ポイント

☆子育てと読み聞かせ

☆絵本や児童書の選び方  他

保護者向け保護者向け ボランティア向け

☆読み聞かせの基本、お悩み相談

☆選書の考え方

☆ボランティアに期待される役割  他

無 料

　鳥取市立中央図書館でも今年７月から「みんなで楽

しむ音読教室」を開催し、参加者からは「声に出して

読むのはとても楽しい」

「毎回いろいろな作品が

読めるので楽しみにし

ている」等の感想が寄

せられています。

子
ど

もと本を楽しもう
！

子
ど

もと本を楽しもう
！


