
★1 月 10 日(月：成人の日)、2 月 11 日(金：建国記念の日)、12 日(土)、13 日(日)は
開館します。（9:00～18:00）

★1 月 4 日(火)は、臨時開館日です。(9:00～18:00)

詳細はポスター、チラシ、センターホ
ームページなどをご覧ください。

第１回 １月１５日（土）

「宇宙プログラムで得られた

三軸織複合材料技術の最近の展開」
Keywords::「はやぶさ」・「文化財」・「美術」・

「五輪」・「最近のプログラム」…

サカセ・アドテック株式会社専務取締役 ACM 事業部長

酒井 良次 氏
第２回 １月２９日（土）

「常に感謝の気持ちを忘れず、

スローバットステディーに生き抜く」
（マリンバ・木琴などの製作）

株式会社こおろぎ社 代表取締役 齋藤 宰 氏

第３回 ２月５日（土）

「知っているようで知らない、メガネのお話」

社団法人福井県眼鏡協会 専務理事 坂野 喜一 氏

第４回 ２月１２日（土）

「絹タンパク質セリシンの再発見と応用」
－ふくい人の肌がきれいなわけ－

セーレン株式会社研究開発センター 主管

佐々木 真宏 氏
第５回 ２月１９日（土）

「越前打刃物

～伝統技術の継承からジャパンブランドへ～」

越前打刃物産地協同組合連合会 理事長

（(有)龍泉刃物 代表取締役） 増谷 浩司 氏

【講堂】 13:30～15:00

発行：若狭図書学習センター
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◎ 若狭図書学習センターは、福井県立図書館若狭分館 と 福井県生涯学習センター若狭支所 を合わせた複合施設です。

２月の開館日１月の開館日

第１回 1月８日（土）

「生涯学習としてのボランティア活動とは」

金沢大学地域連携推進センター 教授 浅野 秀重 氏

第２回 1月１６日（日）

「企画力を鍛えよう！」

仁愛大学人間学部コミュニケーション学科 教授（学科長）

金田 明彦 氏

第３回 1月２３日（日）

「人を惹きつける話し方」

～思いを伝える説明力・表現力～

カルチャークラブ北陸・話し方教育センター

栗田 隆司 氏

第４回 1月３０日（日）

「講座の企画案を作ろう」（講座企画案の作成指導）

金沢大学地域連携推進センター 教授 浅野 秀重 氏

第５回 ２月１３日（日）

「講座のタイムテーブルをつくろう」（今後の活動について）

若狭図書学習センター職員

～開館時間～

平日 9:00～19:00

*土・日・祝日
*臨時開館 日

【研修室】
①④ 15:00～16:30
②③⑤13:30～15:00

講師ボランティア（友愛塾講師）に

興味のある方が対象です。

第１～３回の講座は、一般の方も

受講できます。

これまで仕事や趣味で身に付けてきた知識や技術を活かし

て講座を開いてみませんか。お申し込み、お問い合わせは、

若狭図書学習センター１F 事務室まで。

福井ライフ・アカデミー

閉館日のお知らせ
毎週月曜日 (注１)
第 4木曜日(２F)図書フロアのみ (注２)
国民の祝日の翌日 (注３)
蔵書点検期間・年末年始
(注１)ただし、祝日の場合は､開館する
(注２)ただし、祝日に当たる場合は開館し、

翌日に振り替える
また、12月は変更も有り

(注３)ただし、土･日に当たる場合は開館する

： 閉館日 ： 図書フロア（２Ｆ）のみ閉館

9:00～18:00



【図書フロア】（２階：福井県立図書館若狭分館）

おお正正月月ににはは凧凧ああげげてて（（本本のの特特集集））

子どもコーナーでは、お正月の本や冬の絵本を特

集します。雪や氷の不思議、冬の遊びや寒い日のお

もしろい出来事など、絵本と一緒にこの季節を楽し

みましょう。

期間：12／28（火）～1／26（水）

季季節節のの行行事事をを楽楽ししむむ（（本本のの特特集集））

お正月を中心に、年中行事を紹介する本を集めまし

た。その由来や意味を知って、季節の行事をより楽し

んでみませんか？

期間：12／17（金）～1／26（水）

『英語のおはなし会 ～English Story Hour～』を開催します！

毎回ご好評いただいている、英語の絵本と日本語の絵本を交互に読む、「英語のおはなし会」を開催します。日

本語とは違った、英語ならではの音やリズムの楽しさを、絵本を通して感じてみませんか？

日時：１月２３日（日） １０：３０～１１：００ ※事前申し込みは不要です。

場所：１階 ミーティングルーム

２２階階 子子どどももココーーナナーー特特集集２２階階 一一般般ココーーナナーー特特集集

★2010年に県立図書館（福井県立図書館・若狭図書学習センター）でよく借りられた本（2010.12.19 現在）★

１位 流星の絆 東野圭吾／著 講談社 2008.3 133 回

２位 容疑者 X の献身 東野圭吾／著 文藝春秋 2005.8 112 回

２位 夜明けの街で 東野圭吾／著 角川書店 2007.6 112 回

３位 赤い指 東野圭吾／著 講談社 2006.7 102 回

４位 名もなき毒 宮部みゆき／著 幻冬舎 2006.8 96 回

５位 ダイイング・アイ 東野圭吾／著 光文社 2007.11 89 回

６位 楽園 上 宮部みゆき／著 文藝春秋 2007.8 85 回

７位 使命と魂のリミット 東野圭吾／著 新潮社 2006.12 78 回

８位 楽園 下 宮部みゆき／著 文藝春秋 2007.8 74 回

９位 ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎／著 新潮社 2007.11 71 回

１０位 秘密 東野圭吾／著 文藝春秋 1998.9 67 回

＜子どもコーナーよりお知らせ＞ 紙芝居を、用途に合わせて探しやすいように、「創作」、「昔話」、

「赤ちゃん」、「行事」、の４種類に分けました。どうぞご活用ください♪

たくさんのご利

用、ありがとうご

ざいました♪


