
◆ 知的書評合戦 ビブリオバトル 

～福井のビジネスリーダー対決！～ 
◆ライブラリーコンサート 

｢クリスマス アカペラコンサート｣ 

12／13○土  14:00～14:45 

女声アカペラの豊かな歌声による、わらべ 

うたやクリスマスソングなど、幅広い年代 

の方が口ずさめるコンサートです♪ 

【演奏】アンサンブル・ルーチェ 

【対象】どなたでも 

｢Ｌ．Ａ．コンサート in県立図書館 

       ～アンデスの空の下で～｣ 

12／14○日  14:00～15:30 

中南米の音楽を中心とした演奏会です♪ 

【演奏】Ｌｏｓ Ａｍｉｇｏｓ（ロス・アミーゴス） 

【対象】どなたでも 
 ＠どちらも多目的ホール 

◆松平文庫テーマ展 

 

 

普段目にする機会のない貴重書群

「松平文庫」の中から、江戸時代の 

 人々が親しんだ古典文学に関する 

和書を初公開。 

◆羽水高等学校との連携展示 

 

 

羽水高等学校からの依頼を受け、今年７月
に３３９名の生徒の利用カードを作成・
交付したことを機に、羽水高等学校での
読書活動をご紹介。 

✪紋切り体験コーナーで栞が作れるよ♪ 

◆一般特集コーナー 

 

 

 

 

年末年始に役立つ本、新聞の書評欄

に載った本や今年の物故者の著書・

評伝等、今年を振り返る本を特集。 

◆子ども室特集コーナー 

 

 

クリスマスが出てくる絵本・物語、 
クリスマスの由来や行事、お菓子や 
飾り、歌に関する本を特集。 

✪クリスマス折り紙コーナーで飾り 

つけしてね♪ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

 

福井県 図書館 

✤問合せ・申込先✤  県立図書館  〒918-8113 福井市下馬町５１－１１  
Tel :  0776-33-8860 / Fax : 0776-33-8861 / e-mai l :  tosyokan@pref.fukui . lg . jp  

平成 27年 

11／28○金  ～ 2／8○日  

 
＠郷土資料コーナー前 

郷土の代表的な自然、歴史、産業、文化を詠んだ「郷土かるた」や、

本県出身の絵本作家 加古里子さんの絵本をもとにしたかるた等を

展示します。かるたで福井の魅力を再発見してください。 

期間中、展示資料「ふくいのいろはカルタ」に関連したクイズに答えて、全問正解した方に粗品を進呈♪ 

クイズ用紙は県立図書館「白川文字学の室」に出してね☆［粗品がなくなり次第終了］ 

12／6○土  14:00～15:30 

県内のビジネスリーダー５名が「仕事や人生の糧になった 

本」をテーマにおすすめ本を紹介。チャンプ本を決定します。 

【発表者（五十音順・敬称略）】 

今村 善信 （公益社団法人福井青年会議所 ２０１４年度 

理事長、大電産業株式会社常務取締役） 

後藤 正邦 （公益社団法人福井青年会議所 ２０１３年度 

理事長、高志法律事務所・代表弁護士） 

畑  有信 （福井商工会議所青年部 ビジネス向上委員会、 

Ｆｉ-ｅｌｄ代表） 

林  美里 （福井の女性起業家交流会 ふくむすび会会長、 

セミナー講師(有)林商事コーチング事業部） 

松本 照美 （福井の女性起業家交流会 ふくむすび会、 

１級家事セラピスト） 

要申込 

＠多目的ホール 

← 観戦者募集中 

申込不要 

12／24○水  まで 

｢松平文庫のなかの古典｣ 

｢わたしたち羽水高校の読書活動｣ 

11／28○金～12／24○水  

12／3○水～1／4○日  

｢あなたの年末年始お助けします｣ 
｢今年読み逃した本ありませんか？｣ 
｢2014年の物故者を悼む｣ 

｢たのしいクリスマス｣ 

12／3○水～12／24○水  

 

12 月は 貸出冊数・ 

貸出期間が増えます！ 

✪貸出冊数✪ 
１０冊 ⇒ １５冊 

(期間)12／ 2○火～12／28○日  

✪貸出期間✪ 
２週間 ⇒ ３週間 

(期間)12／16○火～12／28○日 

 
冬はゆっくりおうちで読書！ 

どうぞご利用ください。 

＠閲覧室入口 

＠ティーンズコーナー 

すべて無料 

フレンドリーバスが 

｢クリスマス｣の 

内装で運行★ 

［運賃無料］ 

12/12○金～26○金  
 
 

 12/15○月 ・ 

   22○月  

［期間中の運休日］ 

 



◆えほんとかみしばいの会◆ 

１２月６日（土）、２０日（土） 

かみしばい『こびととくつや』他 

（対象：２歳以上） 

 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

◆おはなし会◆ 

１２月１３日（土）、２７日（土） 

  えほん『しんせつなともだち』他 

（対象：３歳以上） 

◆｢漢字の魅力｣シリーズ④ 

歌謡に関する漢字の成り立ちパネルや

難読漢字クイズを展示。 

◆白川文字学入門講座 

歌～人間と神の間をとりもつもの～ 

12／7○日10:30～12:00 

漢字の成り立ちを当館職員が分かりやすく説明。 

【対象】高校生以上 

◆福井県立図書館・文書館活用ゼミ⑤ 

｢アーカイブって？｣ 

12／14○日  11:00～12:00 

文書館資料の利用方法や、文書館のバックヤードを 

ご案内。【対象】県民一般 １０名 

皆さまからのアンケートでご紹介いただいた本を特集。 

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 

企業経営者等、組織のリーダーが経営哲学、組織運営、

人生などを語る本・伝記等を特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

｢いつかは食べたい！欲しい！行ってみたい！｣ 

 

いつかは食べてみたい、手に入れたい、訪れたい
など、憧れのものを紹介している本を特集。 

◆ティーンズコーナー 

｢受験生応援コーナー｣ 

 

入試シーズンを迎え、入試情報、勉強法など受験に
役立つ本と、受験生をサポートするための本を特集。 

✪「白川文字学の室」では、古代文字が書かれた特製

「合格祈願しおり」を数量限定でお渡しします！ 

  ［１／４○日～配布、先着順］ 

◆街角ストレスチェック in 県立図書館 

12／17○水  13:30～17:00 

〈アロマハンドトリートメント：～16:00>【対象】どなたでも 

臨床心理士によるストレスチェック。ハーブ 

ティーでくつろげます。  ＠エントランスホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

27年 日 月 火 水 木 金 土 

・ 1 2 3 4 5 6 
 

1 
 
月 

・ ・ ・ ・ 1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31 ・ ・ ・ 
 

25 26 27 28 29 30 31 

＊    色のついた日は休館日です。 

＊ 開館時間は、火～金曜日は午前９時～午後７時、土・日・祝日は午前９時～午後６時です。 

＊１２月２３日（火・天皇誕生日）・２４日（水・祝日の翌日）・２８日（日）、１月４日（日）・ 

１２日（月・成人の日）は開館します。（午前 9 時～午後 6 時） 
 

          １２月のおはなし会    

 開館日カレンダー  

いずれの会も、開始後の出入りはできませんのでご了承ください。≪参加無料≫ 

要申込 

要申込 

11／28○金～12／24○水 

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編 １２月２１日（日） 

 10:00～10:30 【講師】図書館職員（申込不要） 

◆絵本・わらべうた編  １月 ６日（火） 【講師】がっちゃん 

10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（１･２歳児） 

 ◆こどもの病気編   １月２０日（火） 10:00～10:30 
【講師】 千知岩 祐次氏（薬剤師） 

                    ＠子ども室おはなしの部屋 

 

 

 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

＠白川文字学の室 12／24○水まで 

要申込 

＠研修室 

要申込 
福井ﾗｲﾌ･ 
ｱｶﾃﾞﾐ  ー
連 携 

＠県文書館閲覧室 

｢仕事や人生の糧になった本＆ 

最近読んだおすすめ本｣ 

＠ビジネス支援コーナー 

｢リーダーに学ぶ本｣ 

＠子ども室 11／28○金～12／24○水 

＠ティーンズコーナー 12／16○火～2／25○水 

申込不要 


