
新型コロナウイルスの感染拡大に対する鳥取県内各図書館の対応状況一覧 

＊以下の情報は、各図書館のホームページ記載の情報や直接電話で確認した情報です。状況は刻々と変化します。最新の情報は各市町村立図書館や自治体のホームページをご確認ください。 

2020 年 8 月 27 日午前 10 時現在  

図書館名 開館状況 イベントの実施状況等 備 考 

鳥取県立図書館 開館（5/7~） おはなし会、えほんのじかん、手話で楽しむおはなし会、鳥取県に伝わる昔

話を聞く会は、８月中はすべて中止します。ビジネス関連の相談会は開催し

ます。 

※託児で来ぶらり、あたまイキイキ音読教室は中止します。 

そのほかの関連行事については当館ＨＰをご覧ください 

3/18 より通常の貸出期間を２週間から３週間に延長、貸出冊数を１２冊から２０冊へ 

5/7 より閲覧席を減らし、座席間隔を広げて開館します。  

7/30 より●DVD・CD の館内視聴を中止させていただきます。利用者同士が密になることを避けるた

め、閲覧席を大幅に減らしています 

8/21 より、東部地区警報加除に伴い、共通玄関での検温は中止します。 

●入館時にマスクの着用と手指消毒をお願いします。  

※マスクの着用をお願いします。また、手指消毒液は入口付近に設置しています。※詳細はＨＰに掲

載 こちら  

鳥取市立図書館 中央図書館 開館

（5/14～サービス制

限あり） 

用瀬・気高図書館 

開館(5/9～) 

【開催中止のお知らせ】 市立図書館のイベントについて 

鳥取市立図書館（中央・用瀬・気高）で、7月 5日（日）から 7月 16日

（木）までに開催を予定していましたイベントについては、新型コロナウィ

ルスの感染拡大防止のため、中止とします。 

 

令和２年８月２日（日）から当面の間、学習コーナーは利用できません。 

貸出期間・冊数  ３週間２０冊まで 

※来館の際は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用等ご協力をお願いします。 

また資料を閲覧される場合は、隣の方と譲り合うなどして、「密接」とならないようご協力ください。 

６月１日（月）から利用できます。利用される方々の間隔を確保するため、席数を１６席に減らしま

す。（通常４８席）気高・用瀬図書館では、新聞や雑誌の閲覧も出来ません。閲覧コーナーは利用され

る方々の間隔を確保するため、席数を減らしています。相互貸借は県内の他自治体図書館等からの借

受は６月１日から再開しますが、県外については、県外図書館への貸出を中止している図書館もあ

り、ご希望にそえない場合もあります。ご了承ください。詳しくはこちらをご覧ください。 

米子市立図書館 開館（6/2～利用制

限緩和） 

７月のおはなし会を開催します 

そのほかの行事こちら、ビジネス関連こちら  

図書館まつりは中止 

◎マスクの着用にご協力をお願いいたします。◎手指の消毒にご協力をお願いいたします。◎長時間

のご利用はご遠慮ください。◎37.5 度以上の発熱がある方、体調のすぐれない方は、ご来館をお控え

ください。また、当館の主催事業につきまして、体温を確認させていただきます。ご自宅で体温を測

ってご来館ください。6 月 2 日（火）からの利用制限の緩和。●開館時間が通常どおりとなります。

●新刊雑誌の閲覧可能●多目的研修室の開放（※席数を減らしての開放）※研修室③④の自習室とし

ての開放はしばらく控えさせていただきます。●IT コーナーの利用は、引き続き 1 階 1 台、2 階 2 台

で、延長不可とさせていただきます。●閲覧席は引き続き間隔を開けてお座りください。詳しくはこ

ちらをご覧ください 

倉吉市立図書館 開館(5/7～) 

 

 5/7 より閲覧席を減らして開館。●入口でのアルコール消毒の徹底、●定期的な換気、●インターネ

ット検索・研究室・AV ブースの利用時間を 30 分以内に制限、●自習・至近距離での会話、●長期滞

在の自粛。●入館者及びイベントの参加者はお名前とご連絡先をお聞きしますのでご協力ください。

●体調不良の方は来館をご遠慮ください。●体温計を用意して検温します。熱がある方は入館をお断

りする場合があります。 ※可能な限り、マスクを着用してのご来館をお願いします。●詳しくはこ

ちらをご覧ください。 

境港市民図書館 開館 ６月からイベントを再開しています。 

読み聞かせ（毎週土曜日） 

大人の英語多読教室（第４土曜日） 

万葉集講座（６月２０日～） 

６月１日（月）から通常開館します 

今後も感染症拡大防止のため、換気の徹底とイスの一部撤去は続けます。 

利用者のみなさまにも・マスクの着用や手指のアルコール消毒・長い時間にならないご利用などのご

協力をお願いします。詳しくはこちらをご覧ください。 

岩美町立図書館 開館 (5/7~)  5/7 より自動貸出機で貸出をしていただきます。●閲覧席を減らして開館しています。●手指消毒の

うえ、ご入館ください。●発熱等で体調がすぐれない方のご利用はお控えください。 

●館内への滞在は短時間でお願いします。●「三密」を避けましょう。● 館内ではマスクの着用をお

願いします。●館内の換気を行っています。 ご理解、ご協力をお願いします。詳しくはこちらをご

覧ください。 

八頭町立図書館 開館（5/9～） おはなし会を再開します 

【郡家】１家族限定（予約制）の「ファミリーおはなし会」として実施 

【船岡】１回あたり参加者５人未満で実施 

【八東】人数制限等はなし 

あたまイキイキ音読教室の再開は未定です。 

７月１日より次のとおりとします。 

①貸出期間・貸出冊数を「３週間・２０冊まで」としておりましたが、「２週間・１０冊まで」に戻し

ます。 

②自習の受付を再開します。席数を減らしているため、自習・閲覧等による館内滞在は３時間程度で

お願いします。 

③本の持ち帰り用に「リサイクル袋」を提供していましたが、コロナウイルス感染拡大防止とレジ袋

http://www.library.pref.tottori.jp/
https://www.lib.city.tottori.tottori.jp/opw/OPW/OPWMESS.CSP?DB=LIB&MODE=1&LIB=&TKAN=&CLASS=1
http://www.yonago-toshokan.jp/archives/3216
http://www.yonago-toshokan.jp/archives/3198
http://www.yonago-toshokan.jp/archives/category/news
http://www.yonago-toshokan.jp/archives/category/news
https://www.lib.city.kurayoshi.lg.jp/opw/OPW/OPWNEWS.CSP?PID=OPWNEWSLIST&DB=LIB&MODE=1&LIB=&TKAN=ALL&CLASS=1&IDNO=100338
https://www.lib.city.kurayoshi.lg.jp/opw/OPW/OPWNEWS.CSP?PID=OPWNEWSLIST&DB=LIB&MODE=1&LIB=&TKAN=ALL&CLASS=1&IDNO=100338
http://lib.city.sakaiminato.tottori.jp/
http://www.iwami.gr.jp/library/


有料化に伴い、リサイクル袋の提供を終了します。マイバックをご持参下さい。 

※館内ではマスクの着用と入館時の手指消毒をお願いします。 

くわしくはこちらをご覧ください。 

わかさ生涯学習情報館 開館（5/7～）  7/1 より「三密」を避けるよう各自でご注意ください館内ではマスクの着用と消毒をお願いします。

学習室は席を減らしてご利用いただけます。インターネット・ＤＶＤは各１台ご利用いただけます。

定期的に換気をおこないます。こちらをご覧ください 

智頭町立智頭図書館 開館（5/7～サービ

ス制限あり） 

8 月のおはなし会、あたまイキイキ音読教室は開催します。 

 

5/7～開館（サービスを一部制限）。換気の実施。閲覧席を 1/3 に減。入り口での消毒、マスク着用を

お願い。希望により事前に連絡いただいた資料の建物入口での貸出可。詳しくはこちらをご覧くださ

い。 

湯梨浜町立図書館 開館 9 月のおはなし会は開催予定（事前予約制、人数制限あり） 5/9 より開館します、館内のインターネットパソコンは使用できません。 

8/27 現在は通常通り開館。 

発熱等で体調の優れない方、少しでも体調に不安のある方は来館をご遠慮ください。館内ではマスクの

着用にご協力ください。館内入口に手指消毒液を置いておりますのでご利用ください。館内の滞在は短

時間でお願いします。閲覧席はパーテーションで区切ってありますが、「三密」を避けた利用をお願い

します。机、パソコン、返却本の消毒および定期的に窓を開けて換気を行っています。雑誌、新聞の閲

覧は可能です。インターネット検索は 15分程度でお願いします。詳しくはこちら 

町立みささ図書館 開館（6/2~ほぼ通常

開館） 

 通常どおり開館しています。感染予防にご協力をお願いします！入館される方は、マスクの着用と手

指の消毒をお願いします。特に、館内の席で新聞や図書等を閲覧される方は、マスクを着用してくだ

さい。館内の滞在が、あまり長時間にならないようにお願いします。職員が机の消毒・窓を開けての

換気を行います。椅子の数は減らすなど対策をしながら開館。詳しくはこちらをご覧ください。 

北栄町図書館 開館(5/7～) 8 月のおはなし会、あたまイキイキ音読教室は開催します 

土曜講座「『源氏物語』を読む」は 2 班に分けて開催します。 

参加される方はマスクの着用をお願いします。 

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、下記の利用を中止いたします。 

●CD コーナー●AV ブース●公衆電話 

利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくはこちら 

 

琴浦町図書館 開館（5/12～一部制

限あり） 

8 月のおはなし会を開催します（人数制限あり。先着３組まで） 

おはなし会について詳しくはこちら 

８/１～図書館は、不特定多数の方が利用される施設です。感染防止のため、琴浦町図書館本館・赤碕

分館では次のとおりサービスの一部制限を行います。   

〇発熱等で体調がすぐれない方のご利用はお控えください。少しでも体調に不安のある方は利用をお

控えください。体調不良のため図書の返却等が難しい場合は、電話やメールでご相談ください。 

〇館内への滞在は短時間でお願いします。 多数の人が集まると感染症の発生リスクが高まります。 

〇「三密」を避けた利用をお願いします。カウンターに並んだり、本を選んだりする際は周りの人と

２m以上の間隔を空けましょう。 

〇館内に入る前に手洗いをお願いします。〇館内ではマスクの着用をお願いします。マスクの着用に

ご協力ください。またマスクがない場合は、ハンカチ等を利用して咳エチケットを心がけていただく

ようお願いします。〇職員が図書の検索用パソコンの消毒を行います。〇職員が定期的に窓を開けて

換気を行います。〇長時間滞在を避けるため、一部利用制限を行います。 

  

1.新聞の閲覧は可能ですが、長時間の滞在はおやめください。 

2.パソコン（インターネット）の利用ができます。（３０分のみ、時間延長はできません） 

3.ビデオ、ＤＶＤの視聴ができません。 詳しくはこちらをご覧ください。 

南部町立図書館 開館(5/7～) ７月の行政書士無料相談会は開催します。 

おはなし会は会場を変更して予定通り開催します。 

南部町施設の利用措置の一部緩和が決定したため、５月末まで臨時休館としていましたが、 

5/7より閲覧席を減らして開館いたします。詳しくはこちらをご覧ください。 

伯耆町立図書館 開館（5/12～） 

 

 通常通り開館をしております。【利用時の注意点】○入館時はマスク着用。○高熱、体調不良の方の入

館はお控えください。○利用時間は、できるだけ短時間のご利用をお願いします。【開館中の対応】○

職員はマスク、手袋を着用し対応。○定期的な換気。○返却本のアルコール消毒。○図書館内での

DVD の閲覧、館内検索機の利用不可。○閲覧、勉強席は、座席の数を減らし対応。ソファーは、一部

利用不可。○貸出、返却、予約は利用可能。（他館への予約は各図書館により制限がある場合がござい

ます。詳しくは職員までお尋ねください。）○雑誌、新聞の閲覧は利用可能。詳しくはこちらをご覧く

ださい。 

日吉津村図書館 開館(5/16～サービ

ス制限あり) 

8 月のおはなし会、あたまイキイキ音読教室など開催予定。 8 月 1 日より予約冊数が 10 点に変更になります 詳しくはこちら 

開館時間 9:30〜18:00。 6 月より制限していた図書館サービスの内容を変更します。 

●予約冊数・貸出期間を通常（予約 3 冊まで・貸出期間 2 週間）に戻します。メール・電話・ＦＡＸ

による事前予約は 3 冊まで受付します。→8/1 より変更あり  

●6 月からＷＥＢ予約サービスを開始します。 

https://ilisod001.apsel.jp/yazu-library/wopc/pc/pages/Information.jsp
http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=7284
http://www.town.chizu.tottori.jp/library/service/mess.htm
https://www.yurihama.jp/koho_yurihama/lib/index.html
http://lib.town.misasa.tottori.jp/
http://www.e-hokuei.net/item/13586.htm#ContentPane
http://www.town.kotoura.tottori.jp/lib-manabi/docs/2012122800220/
http://www.town.kotoura.tottori.jp/lib-manabi/docs/2020080100023/
https://www.town.nanbu.tottori.jp/toshokan/information/m141/
https://www.houki-town.jp/book/1/q385/
http://www.hiezutoshokan.jp/finder/info_detail?id=279&page=1


●インターネット検索コーナーは 1 席のみ 60 分間利用可能です。 

●ＡＶ視聴コーナーは引続き利用休止です。 

利用者同士の間隔をあけるために席数を少なくしています。 

長時間の滞在にならないようにお願いします。 

手指の消毒、マスクの着用など感染予防にご理解とご協力をお願いします。 

 

大山町立図書館 開館(5/12～) ７月のおはなし図書館、ちいさなおはなし会は開催します。 １ サービス制限を解除する日（6 月より） 

※６月１日（月）から通常貸出冊数と期間（お一人様 10 冊まで、2 週間以内の貸出）に戻します。 

※図書館本館の視聴覚コーナーも６月 ２日（火）から、再開いたします。 

２ 利用者の方へのご連絡とお願い 

・館内への滞在は短時間でお願いします。 

・ご利用の際は、他の利用者の方と 2 メートル以上の間隔を開けてください。  

・マスクの着用をお願いします。 

・閲覧席の間隔を２メートル以上離すため、座席数を少なくしています。 

・職員が、こまめに換気のため窓を開けますので、ご協力の程お願いいたします。 

詳しくはこちらをご覧ください。 

日南町図書館 開館（5/12～）  5/12 より閲覧室を減らして開館しています。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、今後も皆さまのご協力をお願いいたします。 

・入退館時には手指の消毒をしましょう 

・マスクを着用しましょう 詳しくはこちらをご覧ください。 

日野町図書館 開館（5/9～） ７月の俳句会、おはなし会、木のおもちゃづくりは開催します。 5/9～開館。来館される際には、マスクの着用や手指消毒の予防対策をお願いします。 

他の利用者の方と一定の距離をとってご利用ください。閲覧席を減らしております。詳しくはこちら

をご覧ください。 

江府町立図書館 開館 (5/7~) 7 月のおはなし会は開催します。 5/7 より閲覧席を減らして開館しています。 

 

http://library.daisen.jp/17/16493.html
https://www2.town.nichinan.lg.jp/
http://tosyo.town.hino.tottori.jp/161/13021.html
http://tosyo.town.hino.tottori.jp/161/13021.html

